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この便利帳は、原則として令和4年8月1日現在の情報を掲
載しています。内容に変更があるときは、ねりま区報・練馬
区ホームページ（https://www.city.nerima.tokyo.jp/）
などでお知らせします。
問合せ先（　 ）は、直通番号を掲載しています（一部を除く）。 
なお、代表番号も従来どおりご利用いただけます。
電話番号に市外局番の記載がない場合は、市外局番は「03」
です。

各事業・サービスについては、主な情報を掲載しています。
詳しくお知りになりたいときは、問合せ先（ 　）までお尋ねく
ださい。
広告の内容に関するお問い合わせは、直接、広告に掲載され
ている連絡先へお願いします。
電話番号のおかけ間違いのないようにお願いします。
無断で複写、転載することはご遠慮ください。

問

問

「ツツジ」は、4月から5月に
かけて赤、白、紫などの花
を咲かせます。

「コブシ」は、3月下旬から4
月上旬にかけて、若葉の出
る前に白い花を咲かせます。
花には芳香があり、私たち
を楽しませてくれます。

美しい花とみどり豊かな、住みよいまちづくりを進めるために、昭和46年4月、区のシンボルになる花と木を区民から公募し、
花には「ツツジ」、木には「コブシ」を選定しました。

まえ か わ 　 あき お

令和4年10月

練馬区長 前川 燿男

「みどりの風吹くまち」へようこそ
　区民の皆様には、日頃から練馬区政にご理解とご協力をいただき、心から感謝

申し上げます。

　去る４月の区長選挙において、引き続き区長の重責を担うことになりました。

お約束した「改革ねりま第Ⅲ章」を必ず成し遂げるため、全力を尽くしていきます。

引き続き、皆様のお力添えをお願い申し上げます。

　『わたしの便利帳』は、区のさまざまなサービスや施設のご案内、区政に関する情

報、豊かなみどりに恵まれた区の魅力などを一冊にまとめたものです。各種生活相

談窓口の案内や、防災についての特集を掲載しておりますので、皆様のお手元に置

いていただき、日常生活のさまざまな場面でお役立ていただければ幸いです。
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練馬区ガイド

裏表紙から

令和4年10月発行
表紙撮影場所：区立石神井松の風文化公園
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みどりの風吹くまち練馬区ガイド
裏表紙から

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

区の紋章は、練馬区が平和で、健康で、明る
いまちに発展していくようにという願いをこ
めて、昭和28年12月に制定されました。
デザインは公募で選ばれ、カタカナの「ネ」
の字と「馬のひづめ」を組み合わせ、図案化
したものです。

練馬区公式アニメキャラクター

「ねり丸」
練馬の「ねり」と、愛らしく丸みのある容姿か
ら名付けられました。練馬区の特産品「練馬
大根」と区名の「馬」をイメージしています。

©2011練馬区ねり丸

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、施設利用や事業実施内容などに変更が生じる場合があります。
　最新の情報は区ホームページでご確認ください。
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「公有地の拡大の推進に関する法律」
に基づく届出、申出　　　　　　　　······

高齢者
　（いきいき健康事業）·······························
　（お困りごと支援事業）····························
　（居住支援）·············································
　（緊急一時宿泊）······································
　（健康診査）·············································
　（健康長寿はつらつ事業）·······················
　（サークル助成）······································
　（在宅生活あんしん事業）·······················
　（就業相談）······································
　（集合住宅）··············································
　（生活ガイド）···········································
　（補聴器購入費用の助成）·······················
　（民間賃貸住宅の提供）··························
国際・都市交流と多文化共生·····················
国民健康保険
　（加入・脱退）············································
　（高額療養費）··········································
　（交通事故や傷害によりけがをしたとき）···
　（高齢受給者証）······································
　（出産育児一時金）··································
　（葬祭費）··················································
　（特定疾病の認定申請）··························
　（入院時食事代）······································
　（保険給付）··············································
　（保険証）··················································
　（保険料）··················································
　（保険料の納付）······································
　（保養施設）··············································
　（療養費の支給）······································
国民年金
　（加入）·····················································
　（受給）·····················································
　（種類）·····················································
　（相談）·····················································
　（保険料）··················································
心の相談·····················································
古紙回収·····················································
個人情報の保護·········································
戸籍
　証明書（戸籍謄本・抄本）·························
　（届出）·····················································

区民葬儀·············································
区民相談·····················································
区民農園·····················································
区民ホール·················································
区役所会議室·············································
区役所庁舎案内·········································
暮らしと事業の手続き相談························
車いすの貸し出し·······································

け

景観の届出・相談········································
景観まちなみ協定制度······························
景気対策特別貸付······································
警察署·························································
軽自動車税種別割······································
軽自動車税種別割の納税証明書···············
敬老祝品の贈呈·········································
敬老館・敬老室···································
ゲートボール場································
健康診査
　（国民健康保険）·····································
　（成人）·····················································
　（乳幼児）··················································
　（妊婦）·····················································
健康相談·····················································
健康体力相談···································
建設リサイクル法に基づく届出·················
建築確認申請·············································
建築協定·····················································
建築物のエネルギー消費性能の認定·······
原爆被爆者の援護······································
権利登記・供託相談····································

権利擁護センターほっとサポートねりま
（練馬区社会福祉協議会）·　　　　　······

こ

公園·····························································
公園出張所·················································
公害·····························································
光化学スモッグ···········································
高額療養費の支給
　（後期高齢者医療制度）··························
　（国民健康保険）······································
後期高齢者医療制度··································
公共駐車場·················································
公共賃貸住宅への入居······························
公共料金の割引（障害者）··························
公社一般賃貸住宅······································
講習会・教室（障害者）·································
公衆浴場·····················································
厚生文化会館·············································
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38
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91
95
67
96
68
144
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子育てスタート応援券·······························
子育て相談·········································
子育て相談（1歳児・2歳児）························
子育てのひろば··································
骨髄等提供者支援事業······························
子ども医療費の助成··································
子ども家庭支援センター···················
子どもショートステイ··································
子ども相談··················································
子どもトワイライトステイ··························
こどもの森··················································
こども発達支援センター····························
古布・古着回収············································
ごみの戸別訪問収集（高齢者・障害者）······
婚姻届·························································
こんにちは赤ちゃん訪問····························
コンビニ交付サービス·······························
コンポスト化容器のあっせん·····················

さ

災害貸付（事業者）······································
災害時ペット管理ボランティアの募集·······
在外選挙制度·············································
災害見舞金·················································
災害用伝言ダイヤル・伝言板·····················
再生可能エネルギー・省エネルギー··········
産後ケア事業··············································
産後相談·····················································
サンライフ練馬··························
三療サービス··············································

し

シェアサイクル···········································
歯科
　（休日急患診療所）··································
　（心身障害者（児）の相談・診療）··············
　（妊産婦歯科健診）··································
　（要介護高齢者の診療）··························
視覚障害の方の相談··································
時間外窓口サービス··································
四季の香ローズガーデン···························
事業系の資源・ごみ····································
事業者などの規制······································
事業所内保育事業······························
資源回収·····················································
資源循環センター······································
仕事の相談・紹介··································
指定葬儀場·················································
自転車·························································
自転車駐車場·············································
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　（団体届出制度）······································
生涯学習センター······································
障害基礎年金·············································
障害児福祉手当·········································
障害者虐待防止センター···························
障害者就労・職業相談·························
障害者相談員·····································
障害者地域生活支援センター···········
障害のある方の総合的な相談···················
障害のある児童・生徒の就学·····················
障害福祉サービス（介護給付など）············
障害を理由とする差別に関する相談·········
奨学金の相談·············································
浄化槽·························································
小学校·················································
小規模保育事業·························
上・下水道····················································
使用済み食用油の回収······························
商店会活動への支援··································
少年自然の家（ベルデ）······························
消費生活センター····························
消費生活相談·····································
情報公開·····················································
消防署·························································
証明書のコンビニ交付サービス················
条例の制定・改廃（直接請求）·····················
ショートステイ
　（介護保険）·········································
　（子ども）··················································
食のほっとサロン········································
女性の相談·········································
女性福祉資金·············································
除籍謄本・抄本············································
自立支援医療（精神通院医療）···················
自立支援用具給付（高齢者）·······················
シルバー人材センター·······················
シルバーパス··············································
シルバーピア··············································

新型コロナウイルス感染症に
関する相談　　　　　　　　··················

新旧債務一本化貸付··································
寝具クリーニング（高齢者）························
人権擁護相談（人権相談）················
心身障害者福祉集会所······················
心身障害者福祉手当··································
新生児聴覚検査·········································
身体障害者手帳·········································

す

水害にあったら···········································
水害に備えて··············································
出納コーナー（区役所）·······························

私道
　（公道にするとき）····································
　（整備）·····················································
児童委員（民生・児童委員）·························
児童育成手当·············································
児童館（室）··········································
自動車
　（運転教習費の助成（障害者））···············
　（改造費の助成（障害者））·······················
　（検査登録事務所）··································
　（燃料費の助成（障害者））·······················
　（臨時運行許可）······································
児童手当·····················································
児童扶養手当·············································
児童養護施設·············································
シニア職場体験事業··································
シニア·ナビ·ねりま（高齢者向けホームページ）····
死亡一時金（国民年金）······························
死亡届·························································
石神井公園区民交流センター···················
石神井公園ふるさと文化館·······················
石神井庁舎················································
就学援助費（学校でかかる費用の援助）····
就学の相談·················································
住居番号の届出·········································
住居表示·····················································
住宅
　（改修費の支給（介護サービス））············
　（公営住宅）··············································
　（公的住宅）··············································
　（修築資金の融資あっせん）···················
　（自立支援住宅改修（高齢者））···············
重度心身障害者手当··································
重度脳性まひ者の介護······························
住民監査請求·············································
住民基本台帳カード···································
住民記録関係の証明··································
住民税·························································
住民票·························································
住民票コード変更請求·······························
受水槽·························································
出産・育児····················································
出産育児一時金····································
出産費用（入院助産）の助成·······················
出生記念苗木の配布··································
出生届·························································
出張調髪（高齢者）······································
　　　　（障害者）······································
樹木・樹林の保護········································
手話通訳者の派遣······································
生涯学習
　（施設）·····················································
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41
29
120
119
149
52
54
99
99

80
95
95
99
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35
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32
35
101
46

37・48
48
47
29
73
67
107
68
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スポーツ安全保険······································
スポーツ教室（初心者）·······························
スポーツ事業··············································
スポーツ施設··············································
住まい確保支援事業··································

せ

生活サポートセンター··························
生活相談············································
生活保護·····················································
請願・陳情····················································
性感染症相談・検査····································
青少年館···········································
精神障害者保健福祉手帳··························
精神保健相談·····································
清掃事務所·········································
性的マイノリティ特設相談·················
税
　証明（区税）··············································
　証明（都税・国税）····································
　相談·························································
　納付·························································
税務相談（税理士）······································
世帯変更届·················································
摂食・えん下リハビリテーション診療
　（高齢者）··················································
　（心身障害者（児））··································
選挙·····························································
戦傷病者の特別援護··································
戦争犠牲者の援助······································

そ

騒音·····························································
葬儀·····························································
創業支援貸付（事業者）······························
総合福祉事務所···························
葬祭費
　（後期高齢者医療）··································
　（国民健康保険）······································
粗大ごみ·····················································

た

体育館·························································
体育館開放（学校）······································
大学·····························································
大気汚染医療費助成··································
大規模建築物の建築··································
第3子誕生祝金···········································
退職金共済制度·········································
耐震シェルター・防災ベッド設置費用の助成···
耐震診断・耐震改修工事などの費用助成···
体操（健康いきいき、·ゆる×らく、お口すっきり）···

123
123
123
124
96

82・96
82・109

82
114
61

119・145
63

59・109
28・146
82・109

44
45
42
43
110
30

72
64
115
86
86

106
87
94

28・82・149

71
37
104

124
128
143
61
98
48
93
14
14
60
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　（精神障害者保健福祉手帳）···················
　（母子健康手帳）······································
テレホンガイド············································
電気・ガス・水道···········································
転居・転出する方へ·····································
転居届·························································
電子証明書（公的個人認証）·······················
電磁調理器·················································
点字シール付き封筒の利用登録···············
転出届·························································
転籍届·························································
電池回収·····················································
転入学·························································
転入された方へ··········································
転入届·························································
展望レストラン（区役所）·····························
展望ロビー（区役所）···································

と

登記と税金··················································
東京しごとセンター（シニアコーナー）······
東京善意銀行·············································
東京都動物愛護相談センター···················
東京都ひとり親家庭支援センター·············
道路·····························································
都営住宅···············································
都営住宅（り災者）·······································
特定健康診査·············································
特定保健指導·············································
特定用途建築物の建築······························
特別永住者証明書の申請··························
特別区民税・都民税····································
特別支援学校·············································
特別児童扶養手当······································
特別障害給付金·········································
特別障害者手当·········································

特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）··························

都市型軽費老人ホーム······························
都市宣言·····················································
土支田農業公園·········································
図書館··············································
都心共同住宅供給事業······························
都税事務所·········································
都庁·····························································
都民住宅·····················································
都立公園···········································
都立職業能力開発センター・校··················

な

内職求人事業所の情報提供······················
中里郷土の森·············································

体力測定·····················································
宅地·····························································
立野公園·····················································
多目的広場·················································
短期特例保育·············································
男女共同参画センターえーる············
男性のための悩み相談······························

ち

地域活動のための施設······························
地域交流ひろば··········································
地域集会所······································
地域包括支援センター·······························
地価公示·····················································
地下室等設置に係る浸水対策の届出·······
地球温暖化等環境対策特別貸付··············
地区区民館································
秩父青少年キャンプ場·······························
知的障害者の相談······································
中学校················································
中学校卒業程度認定試験··························
中高層の建築·············································
中国残留邦人等への支援··························
駐車場
　（区役所）··················································
　（公共）·····················································
　（路外駐車場設置届）······························
中小企業
　（相談）·····················································
　（練馬ビジネスサポートセンター）··········
　（融資あっせん）·······································
町会・自治会·······································
長期優良住宅の認定··································
庁舎案内図·················································
聴導犬·························································
町名地番変更証明書··································
直接請求·····················································
陳情·····························································

て

手当
　（児童）·····················································
　（障害者）··················································
庭園·····························································
庭球場（テニスコート）································
デイケア（通所リハビリテーション）············
デイサービスセンター·······························
適応指導教室·············································
デジタル化・イノベーション等支援特別貸付·····
手帳
　（愛の手帳）··············································
　（身体障害者手帳）··································

63
46
132
146
21
30
35
75
67
30
29
103
52
20
30
22
22

98
77
111
88
83
101

84・95
19
39
39
98
31
42
143
56
41
64

80・133

76
9

129
121・145

100
42・146
148
96

127・130
92

92
129

123
100
129
126
50

82・120
82

120
120

120・143
70
100
98
94

52・120・143
131
63

52・142
53
98
86

22
91
91

92
92
94

87・111
97
23
66
99
116
114

56
64
128
125
80
133
54
94

63
63

中村橋福祉ケアセンター
（心身障害者福祉センター）···············

難病医療費助成·········································

に

にこにこ（子育てのひろば）·························
日常生活用具の給付··································
日本年金機構·············································
入院資金の貸付（高齢者・障害者）·············
入院時食事代などの減額申請·············
入院助産（出産費用）の助成·······················
入学通知·····················································
入湯税·························································
乳幼児一時預かり······································
入浴証の交付（高齢者）······························
認証保育所·········································
妊娠届（母子健康手帳）······························

認知症介護家族による
介護なんでも電話相談·······························

認知症高齢者位置情報提供サービス
利用料助成···········································

認知症てれほん相談··································
認定こども園·····································

ね

ネズミ対策··················································
ねりっこクラブ····································

練馬区障害者就労支援センター
（レインボーワーク）　······　　·········

練馬区の歌·················································
練馬こども園······································
ねりま情報メール·······································
ねりまタウンサイクル（貸し自転車）····
ねりまちレポーター····································
ねりまDV専用ダイヤル···················
練馬年金事務所·········································
練馬ビジネスサポートセンター·········
ねりまファミリーパック（勤労者福祉共済事業）··
練馬文化センター······································
練馬こぶしハーフマラソン·························
ねりまほっとライン（練馬区情報番組）·······
ねりまマンションセミナー“未来塾”············
練馬みどりの葉っぴい基金························
練馬わがまち資料館··································
ねりま若者サポートステーション···············
年金
　（受給）·····················································
　（種類）·····················································
　（相談）·····················································
年金生活者支援給付金制度······················
年末短期貸付（事業者）······························

68・133

61

51
66
42
85

37・71
48
52
43
50
73

48・138
46

71

74

71
49・141

105
53・140

63・135

9
49・141
113

90・148
111

82・109
42

92・110
93
118
123
113
96
107
116
109

40
41
42
41
94
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ファミリーサポート（育児支えあい）事業···
風しん抗体検査・予防接種·························
風致地区·····················································
プール·························································
福祉園·················································
福祉作業所・福祉工房························
福祉資金の貸付·········································
福祉タクシー券の交付·······························
福祉手当（障害者）······································
福祉のまちづくり整備································
福祉用具などの給付・貸し出し···················
不在者投票·················································
普通貸付·····················································
ブックスタート事業·····································
不動産取引事前相談··································
布団の乾燥消毒（高齢者）··························
不妊治療費助成·········································
不燃ごみ·····················································
古着・古布回収············································

ブロック塀などの撤去費用の助成・···········融資あっせん

文化交流ひろば··········································
文化事業·····················································
文化施設·····················································
分譲マンションの維持・管理·······················

へ

平成つつじ公園··········································
ペット···························································
ペットボトル回収·········································
ベルデ（少年自然の家）······························
ヘルプカード···············································
ヘルプマーク··············································

ほ

保育園·································
保育ママ（家庭的保育者）···················
防音工事助成制度······································
放課後の保育·············································
防災·····························································
防災学習センター······································
防災気象情報（ねりま情報メール）·············
防災の手引·················································
防災ベッド設置費用の助成························
防災無線情報（ねりま情報メール）·············
防災用品の購入（あっせん事業）················
放置自転車·················································
防鳥用ネットの貸し出し······························
防犯ブザーの配布
　（高齢者）··················································

の

農業体験農園·············································
納税·····························································
納税証明書·················································
農の学校·····················································

は

廃棄物の焼却の規制··································
配偶者等の暴力（DV）に対する専門相談···
バイク・軽自動車などの手続き（申告）·······
ハクビシン対策···········································
パスポート···················································
ハチ対策·····················································
伐採の届出·················································
はつらつセンター··························
バリアフリー改修などの費用の助成·········
ハローワーク池袋·······································

ひ

B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度·······
非課税証明書·············································
美術館··············································
引っ越し················································
ひとり親家庭
　（医療費助成）··········································
　（休養ホーム）··········································
　（居住支援）··············································
　（高等学校卒業程度認定試験合格支援）···
　（高等職業訓練促進等給付金）···············
　（自立支援教育訓練給付金）···················
　（総合相談窓口）·······························
　（ホームヘルプサービス）·······················

　（養育費の取り決めに関する
公正証書作成等の費用助成）··············

ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業·········
避難拠点················································
避難行動要支援者······································
病院
　（休日急患診療所）··································
　（休日診療当番医療機関）·······················
　（区内医療機関名簿）······························
　（夜間救急こどもクリニック）··················
病児・病後児保育········································
表示登記（調査・測量）の相談·····················
ぴよぴよ（子育てのひろば）················
びん回収·····················································

ふ

ファクスガイド·············································

49
60
98
124

69・134
69・134

85
67
64
96
74
115
94
46
110
73
47
103
102

97

119
117
118
96

129
88
102
130
62
62

48・53・135・136
49・139

97
53
10
16
113
16
14
113
14
89
104

75

130
43
44
130

107
82・109

90
105
111
105
107

77・118・133
97
92

61
44

119・145
20・21

83
83
84
84
84
84

83・108
83

83

74
10・13
15

57
58
149
57
50
110

51・135
102

165

　（小・中学生）············································
訪問入浴
　（介護保険）··············································
　（障害者）··················································
法律相談·····················································
ホームページ（区公式）·······························
ホームヘルプサービス
　（介護保険）··············································
　（障害者）··················································
　（ひとり親）···············································
保険給付
　（後期高齢者医療制度）··························
　（国民健康保険）······································
保健指導票の交付······································
保健所・保健衛生施設································
保険証（被保険者証）
　（介護保険）··············································
　（後期高齢者医療制度）··························
　（国民健康保険）······································

保健福祉サービスに関する
苦情や相談··································

保険料
　（介護保険）··············································
　（後期高齢者医療制度）··························
　（国民健康保険）······································
　（国民年金）··············································
母子及び父子福祉資金······························
母子健康手帳·············································
母子生活支援施設······································
母子相談·····················································
補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）···············
補装具費の支給·········································

保養施設
（国民健康保険・後期高齢者医療制度）·······

ボランティア···············································

ま

マイナンバーカード········································
牧野記念庭園·············································
街かどケアカフェ事業································

まちづくり・景観・みどり・ユニバーサル
デザイン・空き家活用に関する相談·········

○親·医療証·····················································
○乳·・○子·医療証················································

み

未熟児のための養育医療費給付···············
みどり··························································
みどりバス···················································
身の上相談·················································

52

80
68
110
113

80
65
83

71
37
47
132

78
71
36

108・112

78
71
38
40
85
46
84
82
66
66

131

111

34
128
72

109

83
48

48
107
89
109
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よ

要介護・要支援の認定································
容器包装プラスチック回収························
養護老人ホーム··········································
幼稚園·················································
用途地域·····················································
要約筆記者の派遣······································
予防接種（高齢者）······································
予防接種（子ども）······································

ら

落書き消し··················································
ランニングコース·······································

り

離婚届·························································
リサイクル
　（情報掲示板）··········································
　（センター）·····································
　（マーケット）············································
り災証明書··················································
リフト付タクシー
　（障害者）··················································
　（高齢者）··················································

民生委員（民生・児童委員）·························

む

武蔵関公園·················································

も

盲導犬·························································

や

野球場（成人・少年）···························
野生動物の被害·········································
谷原フレンド·······································

ゆ

融資あっせん
　（勤労者）··················································
　（中小企業向け）······································
郵送請求（戸籍・住民票）·····························
郵便局·························································
郵便局での住民票の写しなどの請求········
郵便等投票·················································
郵便物の転送·············································
優良建築物等整備事業······························
有料老人ホーム··········································
ゆめりあホール···········································

79
102
76

52・141
100
68
60
47

105
126

29

105
105・121

105
19

68
74

82

129

66

125・127
105

69・133

93
94
34
146
34
115
21
100
76
118

療養費の支給
　（後期高齢者医療制度）··························
　（国民健康保険）······································
緑化計画の事前協議··································
緑化費用の助成·········································

れ

レインボーワーク
（練馬区障害者就労支援センター）·····

ろ

老人クラブ··················································
労働講座·····················································
労働相談············································
労務相談（社会保険労務士）·······················
老齢基礎年金·············································
路外駐車場設置届······································

わ

ワークサポートねりま·························

71
37
100
107

63・135

76
93

93・110
110
41
91

92・110

ア
旭丘 176-0005
旭町 179-0071

オ
大泉学園町 178-0061
大泉町 178-0062

カ
春日町 179-0074
上石神井 177-0044
上石神井南町 177-0043

キ 北町 179-0081

コ
向山 176-0022
小竹町 176-0004

サ
栄町 176-0006
桜台 176-0002

シ
下石神井 177-0042
石神井台 177-0045
石神井町 177-0041

セ 関町北 177-0051

セ
関町東 177-0052
関町南 177-0053

タ

高野台 177-0033
高松 179-0075
田柄 179-0073
立野町 177-0054

ト

豊玉上 176-0011
豊玉北 176-0012
豊玉中 176-0013
豊玉南 176-0014
土支田 179-0076

ナ
中村 176-0024
中村北 176-0023
中村南 176-0025

ニ
西大泉 178-0065
西大泉町 178-0066

ニ 錦 179-0082
ヌ 貫井 176-0021
ネ 練馬 176-0001

ハ
羽沢 176-0003
早宮 179-0085

ヒ
光が丘 179-0072
氷川台 179-0084
東大泉 178-0063

フ 富士見台 177-0034
ヘ 平和台 179-0083

ミ
南大泉 178-0064
南田中 177-0035
三原台 177-0031

ヤ 谷原 177-0032

上記に記載がない場合…176-0000

 郵便番号案内
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練馬区のプロフィール

西大泉町

西大泉

南大泉

大泉学園町

東大泉

大泉町 土支田

三原台 谷原

石神井町

石神井台

関町北

関町南

上石神井

上石神井南町

下石神井

高野台

南田中

富
士
見
台

貫井

高松

光が丘

旭
町

田柄

春日町

向山

中村北

中村

中村南 豊玉南

豊玉中

豊玉北

練馬

早宮

北町

平和台
錦

氷川台

桜台
羽
沢

栄町
豊玉上 旭丘

小竹町

練馬区

関町東

立野町

　練馬区は、昭和22年8月1日に板橋区から分離独立し、23
番目の特別区として誕生しました。

　練馬区の面積は48.08km2で東西約10km、南北約4～
7kmのほぼ長方形です。東京都の総面積2,194.05km2に
対し、練馬区はその約2.2％、23区の総面積627.53km2に対
し約7.7％に当たり、23区の中では大田区、世田谷区、足立区、
江戸川区に次いで5番目の広さです。

　練馬区の人口・世帯数は、住民基本台帳によると令和4年8
月1日現在、739,187人、384,925世帯です。23区別にみる
と、人口は世田谷区の約91万7千人に次いで2番目となりま
す。外国人住民数は、令和4年8月1日現在19,976人で、区
の総人口に占める割合は約2.7％となっています。

　練馬区は、23区の北西部に位置し、北東から南にかけては
板橋区、豊島区、中野区、杉並区に接し、西から南西にかけて
は西東京市、武蔵野市との境をもち、北は埼玉県の新座市、
朝霞市、和光市に接しています。
　経・緯度でみると、東経139度33分46秒～139度40分52
秒、北緯35度42分43秒～35度46分46秒に位置しています。

　練馬区は、ほとんど高低差のないなだらかな地形をしてい
ます。地盤高でみると、西側が高く東側へ行くにつれて低く
なっています。水準基標によると、関町北四丁目（石神井高
校内）では海抜54.02m、羽沢三丁目（開進第四中学校内）で
は海抜26.01mとなり、平均すると、30～50m程度の起伏
の少ない台地状となっています。

「ねりま」地名の由来
「ねりま」という地名の由来には、

●　関東ローム層の赤土をねったところを「ねり場」といった。
●　·石神井川流域の低地の奥まったところに沼＝「根沼」
が多かった。

●　奈良時代、武蔵国に「乗
のりぬま
潴」という宿駅があった。

●　·中世、豊島氏の家臣に馬術の名人がおり、馬を馴ら
すことを「ねる」といった。

などの諸説があり、定説はありません。

練 馬区では、目指す将来像を区民の皆様と共有し
区政をさらに前に進めるため、「グランドデザイ

ン構想」を平成30年6月に策定しました。
　構想では、おおむね10年後から30年後の将来像を、
「暮らし」「都市」「区民参加と協働」の3つの分野で示し
ています。

誕生

位置

地形

面積

人口
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　私たちは、武蔵野の台地に広がった雑木林や農地と調和した
みどりと水の豊かなまち練馬を誇りにしてきました。しかし、そう
したまちの風景は、次第に失われつつあります。
　また、資源とエネルギーを大量に消費する暮らしや事業活動
のあり方は、地球温暖化の原因となる温室効果ガスなどの環境
負荷を発生させ、地域のみならず地球環境に対して大きな影響
を与えるようになっています。
　多くの人々の努力により守られてきた環境資産を大切にしな
がら、快適で安心して暮らすことのできる環境をつくり、つぎの
世代に引き継いでいくことは、今を生きる私たちの責務です。
　練馬区に住み、働き、学び、集う私たちは、協力して、｢みどりや
水と共生する美しいまち｣｢安全で健康に暮らせる生活環境の
まち｣｢資源やエネルギーを大切にする循環のまち｣｢環境にや
さしいこころを育み行動の環が広がるまち｣を築くことを誓い、
ここに環境都市練馬区を宣言します。

平成18年8月1日
練馬区

 環境都市練馬区宣言

　私たちは、家族や地域の人々とのふれあいのなかで、生きがい
に満ちた自分らしい生涯を望み、健康であることを願っています。
　健康づくりは、私たち自身が日々の生活のなかで、｢自分の健
康は自分で守り、つくる｣ことを自覚し、実践することから始まり
ます。
　健康は、私たち一人ひとりの主体的な取組と地域社会の積極
的な支援とが一体となって確かなものとなります。
　練馬区および練馬区民は、だれもが、自分の生き方に自信と
誇りを持ち、生きる喜びをともに分かちあえる、健康と活力あふ
れるまち、ふるさとねりまの実現をめざします。
　練馬区および練馬区民は、健康こそ生活の基盤であり、福祉
の原点との認識のもと、みどり豊かな環境のなか、健康づくりの
さらなる発展を決意し、ここに健康都市練馬区を宣言します。

平成13年10月8日
練馬区

　世界の恒久平和は、人類共通の願いである。しかし、近年、核
軍拡競争は、激化し、世界平和に深刻な脅威をもたらしている。
　われわれは、世界最初の被爆国民として、平和憲法の精神に
沿って、核兵器の全面禁止と軍縮の推進について積極的な役割
を果たすべきである。
　わが練馬区および練馬区民は、日本国憲法に掲げられた恒久
平和の理念を生かし、また、日本の国是である非核三原則(造ら
ず、持たず、持ち込ませず)·が完全に実施されることを願い、わ
が練馬区の区域内に、いかなる国のいかなる核兵器も、製造、配
備、貯蔵することはもとより、飛来、通過することをも拒否する。
　練馬区および練馬区民は、さらに他の自治体とも協力し、核兵
器の廃絶と軍縮にむけて努力することを宣言する。

昭和58年10月3日

練馬区

 非核都市練馬区宣言  健康都市練馬区宣言

 都市宣言

　交通安全の確保は区民共通の願いである。しかし区内では尊
い人命を奪うような事故をはじめ多くの交通事故が発生し、区
民生活においても危機感をつのらせている。
　練馬区および練馬区民は、持てる力を結集し、交通事故防止
のために欠くことができない道路環境を整備するとともに、一人
ひとりが交通マナーを高め、交通ルールを守ることを決意した。
　練馬区および練馬区民は、生命尊重、人間優先の理念に基づ
き、交通事故のない安全で安心して暮らせるまちの実現に向け
て努力することをここに宣言する。

平成10年12月15日
練馬区

 交通安全都市練馬区宣言
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練馬区わたしの便利帳

地震発生時の対応

防災特集

　地震が発生したときは、まず自分や家族の安全を確保しましょう。
揺れがおさまってから、あわてず火の始末をし、自宅の安全確認を行いましょう。

大 地 震 が 起 き た ら

緊急地震速報
　大きな地震が発生すると、各地へ地震の揺れが到達する時刻や震度を予想し、テレビ・
ラジオなどで伝えます。この情報を見聞きしたときは、あわてずに、まず身の安全を確
保してください。

 気象庁 ☎6758-3900

 区民防災課 ☎5984-2601

大 地 震、 そ の と き あ な た は

※避難拠点は地震や大規模な火事が発生した場合の、災害対策基本法に基づく指定緊急避難場所および指定避難所です。

☝“地震だ、すぐ避難”ではありません　自宅が安全なら避難しません☟

火災が拡大・自宅が倒壊 ☟ 最寄りの
避難拠点（区立小・中学校）へ

地
震
発
生
・

身
の
安
全
確
保
⬇

自分や家族がけがをしないことが第一です。
揺れがおさまったら、火元の確認をしましょう。

地
震
発
生
・

身
の
安
全
確
保

まず、身の安全と火の始末

地
域
で
の
助
け
合
い

地
域
で
の
活
動

隣
近
所
の
助
け
合
い

● 救出・救護　● 初期消火　● 安否確認

地
域
の
防
災
活
動

● 消防団　● 防災会　● 市民消火隊

あわてずに、隣近所で助け合って
初期消火などを行いましょう。

隣近所の安否確認では
災害時安否確認ボードなどの活用が有効です。

消火活動や避難誘導・救出・救護など、
地域全体を守る団体があります。

避
難
拠
点
へ

練馬区の避難拠点＝区立小・中学校避
難
拠
点
へ 避難拠点に危険がせまったら、他の避難拠点や都指定避難場所（都立公園など）へ

避難拠点要員（区や学校教職員）、
避難拠点運営連絡会が活動
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外出時の注意

 防災計画課防災計画係 ☎5984-1327

外出中のとき
　外出時に大地震が発生したときは、そ
の地域の防災機関の指示に従ってくださ
い。屋外では、落下物から身を守り安全
な場所に避難しましょう。駅や電車、大
型店舗、ホール、競技場などでは、係員の
指示や案内放送に従って、落ち着いて行
動してください。
　いずれの場所でも、けが人の救護や、身体が不自由な人へ
の支援などに、積極的に協力しましょう。
※ 海のそばにいるときは津波を警戒!! 地元の防災放送に注意して

ください。地震を感じたら、すぐに高い場所をめざして避難して
ください。できるだけ海から離れてください。

帰宅困難者の行動対策
　大地震が起こると、通常の交通手段が使えなくなることが
想定されます。すぐに移動を開始すると火災に巻き込まれたり、
落下物などによりケガをする恐れがあります。また、多くの人
が歩いて帰ると道路に人が溢れ、救急車などの緊急通行車
両の妨げになります。災害時にはむやみに移動を開始せず、
安全を確認した上で職場や外出先などに待機してください。
次の10か条を参考に、日頃から対策を行ってください。

正しい情報に基づく冷静な行動を
　大地震が起きたときなど災害時は、デマや噂に惑わさ
れやすくなります。次のことに注意して行動しましょう。
●  テレビやラジオなどの情報をよく聞きましょう。
●  区の防災無線放送や、防災関係機関などの広報・連絡
に注意し行動しましょう。
無線放送の内容を確認することができます。
　（フリーダイヤル）☎0120-707-111
※放送内容を確認できるのは、放送後24時間以内です。

帰宅困難者の行動心得10か条
 あわてず騒がず、状況確認
携帯ラジオをポケットに
作っておこう帰宅地図
ロッカー開けたらスニーカー（防災グッズ）
机の中にチョコやキャラメル（簡易食料）
事前に家族で話し合い（連絡手段・集合場所）
安否確認方法の練習を（災害用伝言ダイヤル171）
歩いて帰る訓練を（帰宅経路）
季節に応じた冷暖準備（携帯カイロやタオルなど）
声を掛け合い、助け合おう

家族などとの連絡手段
　大災害が発生した場合は、電話がつながりにくくなります。
その際に家族などと連絡をとるには、次の手段があります。

 危機管理課庶務係 ☎5984-2762

災害用伝言ダイヤル171
　大災害に際し、被災地との通話が困難
になった場合、災害用伝言ダイヤルが提
供されています。

web171
　インターネットを利用して安否確認を行うものです。
https://www.web171.jp

ガイダンスに従ってください。
をダイヤルした後1 7 1

災害用伝言板
　携帯電話のインターネット接続サービスを利用して、安否
確認を行うものです。NTTドコモ、au、ソフトバンク、ワイモ
バイル各社の端末で利用できます。詳しくは、各社へお問い
合わせください。

徒歩帰宅者への支援
　区内7か所の区立施設（区民・産業プラザ、練馬文化セン
ター、石神井公園区民交流センター、勤労福祉会館、光が丘
区民ホール、関区民ホール、生涯学習センター分館）を練馬区
帰宅支援ステーションに位置付け、水やトイレ、情報の提供を
行います（東京都ではコンビニエンスストア、ファストフード店、
ファミリーレストラン、ガソリンスタンドなどとの協定により支
援を行います）。
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練馬区わたしの便利帳

　都市ガス・LPガスは震度5程度以上の地震を感知したとき
などに、ガスを遮断する装置が作動します。その後、ガス臭く
ない場合は、以下の復帰方法で使用することができます。

※ガス臭い時、正常に復帰しない時には、
　東京ガスネットワークへご連絡ください。
※出典元：https://www.tokyo-gas.co.jp/network/meter/reset/

ガスを遮断する装置（マイコン
メーター）が作動しているときは、
赤いランプが点滅しています。

約３分待つ。（この間にマイコンが安全を確認）
赤ランプの点滅が消えるとガスが
使えます。
消えないときは、もう一度　 から。

※通常は文字表示はありません。

※参考資料：日本ガスメーター工業会「マイコンメーターの復帰方法＜LPガス＞」
※出典元：https://www.jgia.gr.jp/riyo/lp/miconmeterlp_reset/

ガスの復帰方法

避難する場合
　避難は最後の手段です。地震が起こったとしても、自宅や
周辺に火災の心配がなく、また建物が倒壊の恐れのない場合
には避難する必要はありません。

どんなときに避難するの？
　●  家屋倒壊や火災延焼など生命への危険を感じたとき
　●   区役所、警察署などの防災関係機関から避難指示があっ

たとき

避難するときは
　 電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めてください。

その後、戸締まりをしましょう。
① 隣近所にも被害が発生している恐れがあります。近隣の

方々の安否を確認してください。
② 近くの避難拠点（区立小・中学校）へ避難し、区や学校の

職員、地域の避難拠点運営連絡会の指示に従ってくだ
さい。居住地による避難先の指定はありません。

③ 避難拠点の施設自体が大きな被害を受けたり、避難拠
点に火災が迫ったときは、避難拠点の職員などの指示
に従い、他の避難拠点（区立小・中学校）や東京都指定の
避難場所（都立公園など）へ避難します。

避難するときのペットについて
　どうしても避難しなければならないときは、ペットを連れて
避難してください（ペット同行避難）。避難先では、人とペット
は別の場所で生活します。避難者の中には、動物の苦手な方
やアレルギーの方もいるためです。避難拠点のルールに従い、
責任を持って自分のペットの世話をしてください。大切なペッ
トの命を救い、守るのは飼い主です。日頃からペットの防災対
策をしておきましょう。
● 身元の表示、健康管理⇨ 犬は鑑札またはマイクロチップ、
狂犬病予防注射済票を、その他の動物は飼い主の氏名と連
絡先を書いた迷子札を装着しておきましょう。また、各種ワ
クチン、ノミ・ダニ予防、フィラリア予防などの健康管理をし
ておきましょう。

●   しつけ⇨おすわり、待て、無駄吠えをしない、ケージに入る
ことを嫌がらないなど、飼い主の指示に従うようにしておき
ましょう。

●   生活用品⇨避難拠点にはペット用品はありません。飼い主
自身で用意してください。フードと水（5～7日分）、ケージ、リー
ド、トイレ用品、常備薬などをいつでも持ち出せるように備
えておきましょう。

 区民防災課 ☎5984-2601
 生活衛生課（ペットについて） ☎5984-2483
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　避難拠点は、区立の全小・中学校（「わたしの便利帳」と一緒にお届けした地図「練馬区全図」裏面の「練馬区防災地図」で確認
できます）です。地域の災害時の活動拠点となり、避難生活を支援したり、災害情報の提供などを行います。
　避難拠点では、子どもや妊婦、高齢者や障害者、外国人などさまざまな方が生活を共にします。一人ひとりがお互いに協力し、
ゆずり合って生活していくことが大切です。

避難拠点

地震への備えを行う上で大切なのは、実際の地震でどのような被害が発生するのかをイメージすることです。
令和4年5月に、東京都防災会議が「首都直下地震等による東京の被害想定」を公表しました。

この想定をもとに、自分にどのような被害が及ぶのかイメージしてください。

被害想定 〜これから起こる地震の被害想定〜

（冬・夕方　風速8m/sの場合）

主な被害 多摩東部直下地震
（M7.3）

建物全壊棟数 2,493棟
出火件数 28件
焼失棟数 11,004棟
死者数 314人
負傷者数 3,564人
避難者数 129,837人
帰宅困難者数 43,191人
閉じ込めにつながり得る
エレベーター停止台数 586台

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

電力（停電率） 10.9％
通信（不通率） 7.4％
上水道（断水率） 14.4％
下水道（管きょ被害率） 3.9％
ガス（供給停止率） 32.7％

「首都直下地震等による東京の被害想定」における練馬区の被害

練馬区

練馬区の想定震度 ： 震度6強～6弱
【多摩東部直下地震（M7.3）】

■7
■6強
■6弱
■5強
■5弱
■4
■3以下

震度

令和4年5月　東京都防災会議
「首都直下地震等による東京の被害想定」より

家具類の転倒防止や建物の耐震化を行うなど、自宅の安全対策が大切です。
また、災害時に必要なものを備蓄し、持ち出すものを用意しておきましょう。

日頃から準備しておくこと

安全対策
家の中の安全対策

　タンスなどの家具、冷蔵庫、ピアノの転倒・移動防止対策を
しておきましょう。食器棚や本棚はゴムバンドやひもをかけ
て落下防止を、ガラスは飛散防
止フィルムを貼り飛散防止を行
いましょう。

家具転倒防止器具などのあっせん事業
　防災用品の購入（あっせん事業） ⇨14p参照
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練馬区わたしの便利帳

防災対策の助成や制度
耐震診断・耐震改修工事などの費用助成

　耐震診断や耐震改修工事などの費用の一部を助成します。
対象となる建築物
　区内にあり、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手
した建築物
助成内容
　耐震診断から実施設計・耐震改修工事までの一連の工程
が対象です。なお、住宅（戸建住宅、小規模な長屋および共同
住宅）は、簡易診断を無料で行っています。
助成額
　区分以外の建築物（一定規模以上の賃貸住宅・事務所・店
舗など）についてはお問い合わせください。
区分 簡易診断 耐震診断 実施設計 耐震改修工事

住宅 無料 費用の4分の3
【12万円】

費用の3分の2
【22万円】

費用の3分の2
【130万円】※1

分譲
マンション

費用の10分の10
【37万2千円～】※2

費用の6分の5
【150万円】

費用の6分の5
【200万円】

費用の3分の2
【3,000万円】

【　】内は限度額です。
※1  所有する方が居住し、所有する方を含む世帯全員の方が住民

税非課税の場合などは150万円
※2  延床面積に応じて限度額が変わります。

住宅修築資金の融資あっせん
⇨99p参照

 防災まちづくり課耐震化促進係 ☎5984-1938

民間建築物アドバイザー派遣助成制度
　分譲マンションや賃貸住宅などの所有者、公共的施設、災害
時医療機関および緊急輸送道路沿道建築物などの所有者がア
ドバイザー派遣をした場合、かかった費用に対して助成します。
対象となる建築物
　昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した分譲マンションや賃貸
住宅、公共的施設、災害時医療機関および緊急輸送道路沿道建築物など
助成額
　43,000円を限度（助成対象経費10/10）
　（1つの建築物につき、最大10回まで助成可能）

 防災まちづくり課耐震化促進係 ☎5984-1938

耐震シェルター・防災ベッド設置費用の助成
　区が指定した耐震シェルター・防災ベッドを設置する方に、
費用の9割（50万円が限度）を助成します。
助成の対象
　区内にあり、昭和56年5月31日以前に建築された2階建
て以下の木造住宅に居住していて、世帯全体が住民税非課
税の方で次の①か②のいずれかに該当する場合
①世帯内に65歳以上の方がいる
② 地震時に避難が困難と認められる身体障害のある方（障害

等級2級以上）または小学校就学前の乳幼児がいる

 危機管理課防災調整係 ☎5984-2438

 防災まちづくり課耐震化促進係 ☎5984-1938

ブロック塀等撤去費用助成
　事故を未然に防止するため、倒壊の恐れがあるブロック塀
などの撤去費用を助成します。
助成額
　ブロック塀などの横の長さ1ｍあたりの助成限度額は、以
下のとおりです。
　①�危険性が高い塀の場合  

17,000円/mかつ撤去する部分の高さが1mを超える
場合、1mを10cm超えるごとに1,000円/mを加算

　② 安全性に疑いのある塀の場合  
8,000円/mかつ撤去する部分の高さが1mを超える場
合、1mを10cm超えるごとに500円/mを加算

※ 所有する塀がどちらの助成額に該当するかは、お問い合わせください。
※ ①の助成限度額は令和5年3月31日までの期限となっており、それ以

降の助成額は、一律②と同額になります。
※ 実際にかかった費用が上記助成限度額未満の場合は、実際にかかっ

た費用が助成額となります。
※ 助成には条件がありますので、希望する場合は、撤去に着手する前に

必ず事前にお問い合わせください。詳しくは助成のパンフレットや区ホー
ムページをご覧ください。

（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）

 防災学習センター ☎5997-6471

わが家の安全点検
家庭で開く防災会議
　災害時に備えて、日頃から防災について家族で話し合い、
避難先や外出している家族との連絡方法、食料の備蓄などに
ついて決めておきましょう。また、防災訓練に参加して消火
方法や応急手当を学んだり、住まいの周りにある街頭消火器
や防災井戸などを確認しておきましょう。
①ブロック塀・屋根がわら・窓ガラスなどのチェック
②家具類の転倒防止や置き場所の工夫（特に寝室を安全に）
③火気器具、危険物の保管・管理や看板・自動販売機
などのチェック（事業所など）

さまざまな備え
在宅避難の備え

　大地震により電気・ガス・水道などが止まっても生活できるように、
最低3日分、可能な限り1週間分程度は生活に欠かせない物を用
意しておきましょう。食料品や飲料水などは、日常的に購入してい
る品物を多めに購入し、消費しながら補充する方法（ローリングス
トック）も有効です。また、トイレの備えとして、災害用簡易トイレも
用意しましょう。慢性病の方がいる家庭では日頃飲んでいる薬や
お薬手帳、乳幼児がいる家庭では育児用ミルクやベビーフードなど、
それぞれの家庭に応じた備えをしておくことが大切です。
防災用品の購入（あっせん事業）
　区民および勤務先が区内の方に、防災用
品（家具転倒防止器具・保存食・感震ブレー
カーなど）を特別価格であっせんします。区
民防災課（本庁舎7階）・防災学習センター・
各区民事務所（練馬を除く）などでパンフレッ
トを配布します。通信販売方式のため、直接
取扱業者へお申し込みください。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

共助

災害による被害を減らすためには、地域における助け合いが欠かせません。
日頃から隣近所や地域での協力態勢を整えておきましょう。

地域を守ろう

練馬区災害ボランティアの募集
　震度5弱以上の地震発生時に、避難拠点となる区立小・中
学校に参集いただき、避難行動要支援者の安否確認や、地域
の避難拠点運営連絡会の方々とともに避難者に対する支援
などを行うボランティアを募集しています。詳しくはお問い合
わせください。

 区民防災課 ☎5984-2601

　災害発生時に、避難拠点となる区立小・中学校などに参集
いただき、避難してきたペットの管理を飼い主と一緒に行うボ
ランティアを募集しています。詳しくはお問い合わせください。

練馬区災害時ペット管理ボランティアの募集

 生活衛生課管理係 ☎5984-2483

 福祉部管理課庶務係 ☎5984-2706

避難行動要支援者名簿のご案内
　区では、大地震などの災害が起きたときに、自力で避難す
ることが難しく、支援を必要とする方（避難行動要支援者）を
あらかじめ登録する避難行動要支援者名簿を作成しています。
災害時には、名簿を活用し、地域全体で安否確認・避難支援
を行う体制を構築しています。外部提供に同意された方の名
簿情報は、平常時から、民生・児童委員、区民防災組織等、地
域包括支援センター、消防機関、警察機関と情報を共有して
います。
　要支援者の方々は、特に地域の皆さまによるさまざまな手
助けを必要としています。支援を行える方は、自分の身の安
全を確保した後、近隣の要支援者の安否を確認し、必要な支
援を行ってください。
　また、要支援者の方は、普段から近隣の方との交流を持ち、
いざという時に支援を受けられる関係づくりを心がけましょう。

地域の区民防災組織
　「自分たちのまちは自分たちで守る」という考えのもとに、
地域の防災活動を行う区民防災組織が結成されています。
積極的に参加して地域を守りましょう。
防災会
　町会や自治会を単位として、区内には令和4年8月現在
311の防災会が、主に火災時の消火活動や地域での救出・救
護・安否確認などを行うために結成されています。
市民消火隊
　区内に令和4年8月現在12隊あります。火災発生時には、
避難拠点周辺や避難道路など地域での火災の消火や延焼防
止活動を行います。
避難拠点運営連絡会
　区立全小・中学校98校で、避難した方々の支援活動などに
協力するため、地域の皆さまにより結成されています。

災害時に電力が供給できる車をお持ちの方を募集

 環境課庶務係 ☎5984-1047

　震度6弱以上の地震発生時に、区民の皆さまがお持ちの電
気自動車などを事前に指定された避難拠点（区立小・中学校）
で活用させていただく「災害時協力登録車制度」を設けてい
ます。詳しくはお問い合わせください。

 区民防災課 ☎5984-2601

地域の防災訓練への参加を
　区内ではさまざまな防災活動が行われています。区や消防
機関などのほかにも、区民防災組織や町会・自治会などが各
地域で防災訓練を実施しています。いざというときに、地域
で連携して災害に対応できるように、防災訓練に積極的に参
加しましょう。

家庭の防災対策チェック
準備できているものにはチェックを付けてみてください。
が付かなかったものは対策が必要です。

けがの防止
テレビは低い位置に置いてある
たんすや本棚の上に重い物を置いていない
家具類・大型家電製品などの転倒防止対策がしてある
寝室には大きな家具を置いていない
食器棚や窓ガラスに飛散防止フィルムが貼り付けてある
ブロック塀や石垣は補強してある

火災の防止
消火器などの消火器具が台所の近くに用意してある
ストーブの耐震自動消火装置をときどき点検している
街頭消火器のある場所を知っている

災害時の対応
地震がおきた時の正しい行動を知っている
家族で災害時の対応について話し合っている
近所の人と協力し合える関係をつくっている
避難拠点（区立小・中学校）の場所を知っている

非常持出品チェックリスト
・いざという時にすぐ持ち出せる品をあらかじめ用意しておきましょう。

貴重品／ 現金（小銭）・印鑑　 権利証券・預金通帳　 免許証・保険証
 非常食品／ 飲料水　 非常食（アルファ化米・缶詰など）　

食物アレルギー対応食・介護食・治療食　 液体ミルク・
粉ミルク・哺乳瓶・紙コップ　 離乳食・子どものおやつ
 応急医薬品など／ ガーゼ・包帯・ばんそうこう　 傷薬・
目薬・消毒液　 風邪薬・胃腸薬　 その他の常備薬　 三角
巾　 マスク　 お薬手帳　 眼鏡・入れ歯・補聴器など
衣類など／ 下着類・替えの上着　 タオル・手袋・雨具　 運動靴・スリッパ
乳幼児用品／ 紙おむつ　 乳幼児の衣類
 小物道具／ 救助を呼ぶための笛　 懐中電灯　

携帯ラジオ・予備の電池　 簡易食器セット　 紐・
ロープ　 缶切り・ナイフ・ラップ・アルミホイル　 シー
ツ・簡易トイレ・ティッシュ　 筆記用具・古新聞・ビニー
ル袋　 カセットコンロ・固形燃料　 歯ブラシ・液体
ハミガキ　 ウェットティッシュ　 生理用品　 携帯
電話・スマートフォン・モバイルバッテリー
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練馬区わたしの便利帳

区では、「災害に強い安全・安心なまち」の実現に向け、これまでの震災における教訓や、
被災地への支援活動などの経験を活かしながら防災対策の強化に取り組んでいます。

区の災害対策

公助
防災の手引

　災害が起こったときにとるべき行動や、
日頃から備えておくことについてわかり
やすく説明しています。
【配布場所】危機管理課（本庁舎7階）、防
災学習センター、各区民事務所
【外国語版（英語・中国語・韓国語）の配布
場所】危機管理課、防災学習センター、
各区民事務所、地域振興課（本庁舎9
階）、文化交流ひろば（情報コーナー）

防災無線放送塔
　区立施設や区立公園など区内207か所に防災無線放送塔
を設置し、防災情報などを提供します。放送内容が聞こえに
くかった場合に、放送された内容を電話で確認できるサービ
スを行っています。☎0120-707-111（通話料無料）
　また、「ねりま情報メール」・区ホームページ・区公式ツイッター
でも放送内容を確認できます。

練馬区防災センター
本庁舎7階に「練馬区防災センター」を設置しています。防災

無線や高所カメラなどの設備や、災害対策本部室があります。

消防団  消防署（練馬☎3994-0119、光が丘☎5997-0119、石神井☎3995-0119）
　区内には、練馬、光が丘、石神井の3消防団があります。消防団は、地域の方々で組織され日頃から訓練に励み、
火災や大地震などが発生したときは、消防署とともに消火活動や救助活動にあたります。また、平常時には、区民
に対して初期消火などの防災訓練指導を行うなど、地域の防災リーダーとして幅広い活動を行っています。消防
団員には報酬・制服が支給され、公務災害補償制度もあります。区内在住・在勤の18歳以上の方であれば、どな
たでも入団できます。入団を希望される方は、お近くの消防署にご相談ください。

ねりま情報メール
　防災・防犯などの情報を、メールで配信するサービスを行っ
ています。登録方法や配信内容などの詳細は、113pをご確
認ください。

 防災学習センター ☎5997-6471

防災学習センター
　防災に関する知識や技術を身につけ、家庭や地域において実際に防災活動を行っていただくための学習施設です。

【所在地】光が丘6-4-1
【開館時間】午前10時～午後6時
【休館日】毎週月曜（月曜が祝休日の場合は、翌平日）、
　　　　年末年始

物資の確保
飲料水・生活用水の確保
　飲料水は、避難拠点である区立小・中学校の受水槽や、応
急給水用資器材を使って給水を受けることができます。その
他、区内に22か所ある防災井戸や、都が設置した応急給水
槽や給水所で給水を受けることもできます。
　生活用水は、区内に約500か所あるミニ防災井戸や避難
拠点の学校防災井戸により確保します。

物資の備蓄
　区では、ペットボトル飲料水・クラッカー・アルファ化米・液体
ミルクなどの食料、毛布・紙おむつなどの生活必需品、発電機・
組立式トイレなどの資器材を備蓄しています。各家庭でも、
日頃利用している食料品や生活必需品を少し多めに買い置
きしておく「日常備蓄」などにより、最低でも3日分、可能な限
り1週間分の備蓄を心がけてください。

民間団体・他自治体との協定
　応急医療・障害物除去・食料の確保などのため、民間団体
と協定を結んでいます。また、他の自治体と相互に援助する
ことを目的に協定を結んでいます。

臨時災害放送局（FM放送）
　大規模災害発生時に、地方公共団体等が被災住民への情
報伝達のため、総務省へ開局申請を行い、臨時に開局するこ
とができるFM放送局です。
　区の臨時災害放送局は、被災状況に応じて開局します。周
波数は77.1MHZです。開局する場合は区ホームページなど
でお知らせします。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

体験する（防災体験講座）
　事前申し込みは不要です。まずは体験してみてください。

A  開館日の午後2時から午後4時まで
● 消火器体験
● 応急手当体験（三角巾）
● ロープワーク体験

B  毎週火・木曜、第2日曜の午後2時から午後4時まで
● 起震車による17種類の地震体験
● 起震車によるVR地震体験

C  毎月第2日曜の午後2時から午後4時まで
● 煙ハウス体験

知る
防災研修室

　地域の団体などの防災活動を支援するため、貸し出しを行っ
ています。
【利用時間】午前9時～午後9時30分（1時間単位）
【定員】60人
【利用できる団体】10人以上の区内団体
【利用料金】1時間あたり1,000円
【休館日】年末年始

防災展示室
　自由に見学できます。災害や
防災対策などのパネル、備蓄品を
コーナーごとに常設展示していま
す。
　また、スマートフォンなどで「耐
震化・家具転倒防止対策」「避難
時の心得」などを解説するオーディオガイドが利用できます。
英語・中国語・韓国語にも対応しています。

 危機管理課防災調整係 ☎5984-1686

（消火器の使い方）

②ホースをはずし
　火元に向ける

①安全栓を引き抜く ③レバーを強くにぎる

火災・水害
火災・水害に備えて
消火器のあっせん

　安心して適正な価格で消火器の購入や薬剤の詰め替えな
どを行えるよう、区が業者を紹介しています。
　詳しくは、あっせんのチラシをご覧ください。
【チラシ配布場所】危機管理課（本庁舎7階）、防災学習センター、
各区民事務所（練馬を除く）、各図書館、各地域包括支援セン
ター、区内各消防署
【利用方法】業者へ直接注文

学ぶ

防災学習コースメニュー
（事前に2人以上でお申し込みください）
　防災展示室の見学、発災体験ツアー、防災体験、防災に関
する講話など幅広い内容を1～2時間程度で体験できるコー
スを用意しています。

ねりま防災カレッジ
　一人ひとりの防災活動のレベルにあった講座を開催します。

自助講座
　地震・大雨への備えを学ぶ講座を開催します。

区民防災組織向け講座
　講義や演習を通して組織運営の手法を学ぶ講座を開催します。

小学生向け・中学生向け講座
　防災体験や演習を通して防災の基礎を学ぶ講座を開催します。

つながるカレッジねりま
防災分野共助コース
　地域における防災活動の重要性や区民防災組織などの防
災活動を学び、災害時に地域で活動することを目指す講座を
開催します。

出前防災講座・授業
　地域の町会・自治会、事業所、学校などに出向き、防災に関
する講話などを行います。5人以上の区内の団体、サークル
でお申し込みください。防災のイロハを聞きたい、家族を守
るためにどうしたらいいのか、事業所における防災訓練を支
援してほしいなど、お気軽にご相談ください。

 防災学習センター ☎5997-6471

防災普及啓発カリキュラム
　乳幼児の保護者向け防災講習会、中高層住宅向け防災講
習会など、意識啓発と自助に対する知識の習得を目的とした
講習会を開催します。

　「短時間」でも、「じっくり」でも、「地域」でも学ぶことができ
ます。
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練馬区わたしの便利帳

街頭消火器
　区では、火災や震災時の初期消火の際に
誰でも使用できるよう、消火器を赤い箱に
格納して、区内各所に設置しています。い
ざというときに備えて普段から近くの街頭
消火器の位置を確認しておきましょう。火
災で使用したときや、破損に気がついたと
きは、問合せ先へご連絡ください。

住宅防火10の心得
調理中は、こんろから離れないようにしましょう。
寝たばこは、絶対にやめましょう。
ストーブの周りに、物を置かないようにしましょう。
家の周りを整理整頓しましょう。
ライターやマッチを子供の手の届く場所に置かな
いようにしましょう。
コンセントの掃除を心掛けましょう。
 住宅用火災警報器を全ての居室・台所・階段に設置
し、定期的な作動確認をしましょう。
 寝具類やエプロン・カーテンなどは、防炎品にしま
しょう。
万が一に備え、消火器を設置し使い方を覚えましょう。
ご近所同士で声をかけあい、火の用心に心掛けま
しょう。  危機管理課防災調整係 ☎5984-1686

気象情報に注意
　台風や豪雨の場合は、気象情報にご注意ください。区
ではあらかじめ「ねりま情報メール」に登録いただいた方に、
防災気象情報を提供しています。詳しくは113pをご覧
ください。また、区ホームページの練馬区防災気象情報
で、水位や雨量がご覧になれます。
【練馬区防災気象情報】
パソコン：https://nerima-city.bosai.info/
スマートフォン：https://nerima-city.bosai.info/s/

浸水の予防
　地下室・地下車庫など浸水被害を受けやすい場所では、
土のうや止水板を取り付けるなど、自衛手段を用意しま
しょう。

雨水ますの清掃
　道路のL字溝などにある雨水ますの入り口が詰まり、
水はけが悪くなると、思わぬ被害が生じることがあります。
雨水ますの入り口には物を置かず、清掃にご協力ください。

危険箇所に近づかない
　増水した河川や、浸水している場所は、大変危険です。
近づかないでください。

危険な場合は高いところに避難
　浸水により危険な状態になったときは、建物の2階な
ど高いところに移動し、安全を確保してください（垂直避
難）。安全が確保できない場合は、早めに避難所や安全
な親戚・知人宅に避難してください。

水害に備えて

火災がおきたら
●   「火事だ」と大声で周囲の人に知らせ、119番へ通報する（火
事・救急の別、住所、目標物を知らせる）。

●    天井の高さに達するなど、火が大きくなっていたら、すぐに
避難する。

 危機管理課庶務係 ☎5984-2762

練馬区水害ハザードマップ
　危機管理課（本庁舎7階）・防災学習センター・各区民
事務所（練馬を除く）で配布しています。
また、区ホームページにも掲載しています。

避難所について
　降雨状況や地域ごとの危険性に応じ、優先度をつけ
て避難所を開設します。お近くの避難所は、「練馬区水害
ハザードマップ」を確認してください。
※台風・水害時と地震では、避難する場所が異なります。

水災害専用コールセンター
　台風最接近の前日には、水災害専用コールセンター（☎
5984-2569）を開設します。
　開設している避難所や区事業・区立施設の休止状況
など、台風全般のお問合せにお答えします。

名称 場所

台風、水害 避難所 浸水のおそれがない地区区民館
や地域集会所など

地震 避難拠点 全区立小・中学校
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

火災・水害にあったら

東京都住宅供給公社都営住宅募集センター ☎3498-8894

り災者（火災など）の都営住宅への受入れ案内
　諸要件がありますのでお問い合わせください。り災から2
週間以内に東京都住宅供給公社へ申し込みが必要です。

安全安心なくらし
安全安心なくらしのために
安全安心のための情報提供

ねりま情報メール（安全・安心情報）⇨113p参照

ねりま安全・安心情報マップ
　区内で発生した犯罪や不審者情報などを掲載した電子地
図で、パソコンや携帯電話から閲覧可能です。詳しくは、区ホー
ムページをご覧ください。

防犯・防火ハンドブック
　空き巣やひったくり・特殊詐欺などの
犯罪の手口と防犯対策、火災を未然に防
ぐための対策などを紹介しています。
【配布場所】危機管理課（本庁舎7階）、区
民情報ひろば（西庁舎10階）、各区民事
務所（練馬を除く）、各図書館

防犯ブザーの配布
小・中学生の児童・生徒への配布 ⇨52p参照

ひとり暮らし高齢者などへの配布 ⇨75p参照

安全・安心パトロールカーの地域貸し出し
　青色回転灯を搭載した安全・安心パトロールカーを貸し出
します（運転は委託警備員が行います）。

貸し出し対象
●  町会・自治会、商店会、PTAなどが行うパトロール活動
●  パトロール団体や地域防犯防火連携組織として区に登録
した団体が行うパトロール活動

 貸し出し方法などはお問い合わせください。

 危機管理課安全安心係 ☎5984-1027

パトロール団体登録制度
　区内で自主的に、防犯・防火に関わるパトロール活動を実
施している団体を支援しています。登録要件や支援の内容な
どはお問い合わせください。

税などの減免の問合せ
区　税 ⇨42p参照

都　税 ⇨42p参照

国　税 ⇨42p参照

国民健康保険料・医療費
⇨国保年金課 ☎3993-1111㈹

後期高齢者医療保険料・医療費
⇨国保年金課 ☎3993-1111㈹

国民年金保険料
⇨練馬年金事務所 ☎3904-5491㈹

介護保険料・サービス費用の自己負担額
⇨介護保険課 ☎3993-1111㈹

認可保育園保育料
⇨保育課保育認定係 ☎5984-1479

り災証明書・被災証明書などの発行
　火災のときは各消防署へ ⇨146p参照

風水害のとき ⇨危機管理課防災調整係へ　☎5984-1686

災害にともなう融資（小災害の場合）
応急小口資金 ⇨85p参照

福祉資金 ⇨85p参照

災害貸付（区内中小企業向け）⇨94p参照

火災・水害などによるごみの処理
　管轄の清掃事務所にお問い合わせください。ごみ処理手数
料を減額または免除します（対象外となる場合があります）。

 管轄の清掃事務所 ⇨28・146p参照

災害見舞金
　練馬区内の世帯または事業所が火災や水害（床上浸水）に
より被害を受けたとき、状況により8,000円～40,000円（死
亡された場合は60,000円の弔慰金）を支給します。

 危機管理課防災調整係 ☎5984-1686
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練馬区わたしの便利帳

転入された方へ

窓口案内

転入届（区外からの引っ越しのとき）� 問 ⇨30p参照
練馬区に住み始めた日から14日以内に届出をしてください（住み始める前の届出はできません）。

国民健康保険に加入する方� 問 ⇨36p参照
転入手続きのときに、国民健康保険の加入をお申し出ください。

国民年金を受給している方� 問 ⇨40p参照
年金事務所にご確認ください。

印鑑登録� 問 ⇨31p参照
希望される方は、新たに印鑑登録の手続きをしてください。

後期高齢者医療制度に該当する方（75歳以上の方）� 問 ⇨71・72p参照
東京都外から転入された方は、負担区分等証明書をお持ちください。

精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方� 問 ⇨61・63p参照
管轄の保健相談所または保健予防課にお問い合わせください。

お子さんの予防接種、妊婦・お子さんの健康診査� 問 ⇨46・47p参照
予防接種は保健予防課、妊婦健康診査は健康推進課、お子さんの健康診査は管轄の保健相談所へお問い合わせください。

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方� 問 ⇨78p参照
転入日から14日以内に申請をしてください。

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方� 問 ⇨63p参照
手帳をお持ちになり、住所変更の手続きをしてください。

障害福祉サービスの支給決定を受けている方� 問 ⇨65p参照
前住所地で必要書類を確認の上、練馬区で受給申請をしてください。

児童手当などを受給されている方� 問 ⇨56p参照
前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きをしてください。

小学生・中学生の保護者の方� 問 ⇨52p参照
転入前の学校で発行された在学証明書を提示し、入学通知書の交付を受けてください。
国・都・私立学校に通学される方は届出をしてください。

犬を飼っている方� 問 ⇨88p参照
犬の所在地を変更してから30日以内に手続きをしてください。

バイク（125cc以下）、ミニカー、小型特殊自動車をお持ちの方� 問 ⇨90p参照
廃車申告受付書、運転免許証などをお持ちになり、登録手続きをしてください。

子ども医療証（◯乳・◯子）� 問 ⇨48p参照
新たに練馬区に住民登録された該当者の方に申請書を郵送します。

引っ越しをしたら　ほかの手続きもお忘れなく
　料金・引っ越し・契約内容の変更は、ご契約されている電力会社およびガス会社にお問い合わせください。� �
・電気／停電・設備に関するお問合せ�東京電力パワーグリッド株式会社 コンタクトセンター�☎0120-995-007
・ガス／東京ガスネットワーク株式会社　�ガス漏れ通報専用電話�☎0570-002299（IP電話からは�☎6735-8899）� �

ガスメーター・ガス管等の問合せ�☎0570-023388（IP電話からは�☎6627-6257）
・水道／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・漏水修繕・その他�☎5326-1101

20

窓
口
案
内

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_前半.indd   20２２０９練馬区8(SG40)行政最終_前半.indd   20 2022/08/27   11:10:142022/08/27   11:10:14



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

転居・転出する方へ
転出届（区外への引っ越しのとき） 問 ⇨30p参照

区外へ引っ越しをする日の14日前から受け付けます（引っ越し後も受け付けます）。

転居届（区内での引っ越しのとき） 問 ⇨30p参照
練馬区内で引っ越しをした日から14日以内に届出をしてください（引っ越し前の届出はできません）。

国民健康保険に加入している方 問 ⇨36p参照
転出後、保険証をお返しください。新住所地で加入手続きをしてください。

国民年金に加入または受給している方 問 ⇨39p参照
転出先の新住所地でご確認ください。

印鑑登録 問 ⇨31p参照
転出日以降は、印鑑登録証（カード）を破棄してください。登録を希望される方はあらためて新住所地で登録してください。
区内での転居の場合、手続きは不要です。

介護保険の被保険者証をお持ちの方 問 ⇨78p参照
転出後、介護保険被保険者証をお返しください。

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方 問 ⇨63p参照
手帳をお持ちになり、新住所地で住所変更の手続きをしてください。

障害福祉サービスの支給決定を受けている方 問 ⇨65p参照
練馬区でご相談の上、新住所地で受給申請の手続きをしてください。

児童手当などを受給されている方 問 ⇨56p参照
練馬区の転出予定日の翌日から数えて15日以内に転出先の市区町村で申請してください。

小学生・中学生の保護者の方 問 ⇨52p参照
在籍している学校で、在学証明書と教科用図書給与証明書を受け取り、
新住所地の自治体（区内転居の場合は各区民事務所または学務課学事係）に提出してください。

犬を飼っている方 問 ⇨88p参照
犬の所在地を変更してから30日以内に手続きをしてください。
転出の場合は練馬区への手続きは不要です。

バイク（125cc以下）、ミニカー、小型特殊自動車をお持ちの方 問 ⇨90p参照
ナンバープレート、標識交付証明書、運転免許証などをお持ちになり、廃車手続きをしてください（転出のみ）。

後期高齢者医療の保険証をお持ちの方（75歳以上の方） 問 ⇨71・72p参照
転出後、保険証をお返しください。また、東京都外へ転出する方は、負担区分等証明書を請求してください。

精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方 問 ⇨61・63p参照
新住所地での手続きについては、転出先にお問い合わせください。区内転居の場合は、練馬区で住所変更の手続きをしてください。

子ども医療証（◯乳・◯子 ） 問 ⇨48p参照
転出手続きの際に、◯乳・◯子 �医療証をお返しください。
新住所地での手続きについては、転出先の市区町村へお問い合わせください。

ご利用ください
・郵便物の転送／最寄りの郵便局に転居届を提出すると1年間転送されます。⇨146p�各郵便局
・粗大ごみの処分／申込制で有料です。⇨104p参照　練馬区粗大ごみ受付センター�☎5703-5399
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練馬区わたしの便利帳

練馬区役所のご案内

区民情報ひろば（西庁舎10階）
　⇨116p参照

その他の案内窓口の受付時間
月〜金曜　午前8時30分〜午後5時
（祝休日、年末年始を除く）
※時間外窓口サービスは�⇨26pをご覧ください。

住民記録・戸籍の窓口

練馬区役所  〒176-8501 豊玉北6-12-1

主な交通機関
鉄道：練馬駅から徒歩5分
バス：・�大泉学園駅北口から練馬駅北口行（西

武）「練馬区役所入口」�①下車
　・�成増町から練馬駅北口行（西武）� �
「練馬区役所入口」�①下車

　・�荻窪駅北口から練馬駅行（関東）� �
「練馬区役所入口」�①下車

　・�中野駅北口から練馬駅行（京王）� �
「練馬区役所」�②下車

　・�赤羽駅西口（坂下乗場）から� �
平和台駅経由練馬駅行（国際）� �
「練馬区役所入口」�①下車

☎3993-1111（代表）/☎3993-1101（休日・夜間）

至光が丘 至豊島園 練馬文化センター
区民・産業プラザ
Coconeri（ココネリ）

千川通り目白通り

至豊島園

至中村橋

東京電力 ②

①

練馬都税事務所
都税総合事務センター

練馬郵便局
練馬区役所
（練馬区民事務所）

練馬消防署
練馬警察署

台
桜
至

白
目
至

宿
新
至

り
通
園
島
豊

大江戸線　練馬駅
西武池袋線　練馬駅

センター
豊玉すこやか

駐車場（本庁舎地下1・2階）
【利用時間】月〜金曜：午前8時15分〜午後10時、土・日・祝休
日：午前8時45分〜午後10時

【駐車料金】①申請・交付・相談などで利用のときは2時間ま
で無料。以降15分ごとに100円／②展望レストラン・展望ロ
ビー・会議室の利用、営利目的などで利用のときは、最初の
30分100円。以降15分ごとに100円

【その他】①障害者手帳などをお持ちの方（介助者含む）は利
用料が無料になります。／②朝まで停め置くことはできません。
※�身体が不自由な方などを除き、なるべく電車やバスなど公共交通機関
をご利用ください。

問 総務課庁舎管理係 ☎5984-1091

区役所会議室の利用申し込み ⇨120p参照

　本庁舎1階（練馬区民事務所）�⇨30・31・32p参照

住民記録の窓口

　本庁舎2階（戸籍第一係）�⇨29・32p参照

戸籍の窓口

窓口支払業務
　区が発行した通知書をお持ちの方への支払いを行います。
　【受付時間】午前9時〜午後3時

窓口収納業務
　納付金の収納を行います。
　【受付時間】午前8時30分〜午前9時、午後3時〜午後5時
　【対象】区発行の納付書をお持ちの方
問 会計管理室出納係 ☎5984-5796

出納コーナー

展望ロビー・展望レストラン・喫茶コーナー
展望ロビー（本庁舎20階）

【利用時間】午前9時〜午後9時30分（第4日曜、年末年始
を除く）
展望レストラン（本庁舎20階）

【利用時間】午前11時30分〜午後9時（第4日曜、年末年始
を除く）
※ラストオーダー午後8時

喫茶コーナー（西庁舎1階）
【利用時間】午前10時30分〜午後4時（土・日・祝休日、年
末年始を除く）
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

庁舎案内図

配置図

至谷原
信号

入口

入口

入口
入口

目白通り

アトリウム

西庁舎

本庁舎

車出口

信号

東庁舎

正面入口

やすらぎ歩道橋 自転車
駐車場

自転車
駐車場

休日・夜間
窓口サービス
コーナー

地下駐車場入口
(車・オートバイ)

東庁舎

本庁舎低層棟

本庁舎高層棟

西庁舎

警備室
証明写真

練馬区保健所　健康推進課
生活衛生課　保健予防課
地域医療課　医療環境整備課

生活福祉課
住民接種担当課

区民相談所　国際・都市交流課
人権・男女共同参画課　
練馬区役所地域包括支援センター

展望ロビー　展望レストラン
会議室（交流会場）

環境課　みどり推進課
清掃リサイクル課

住宅課　土木部計画課
特定道路課　交通安全課　

経済課　商工観光課　外国語相談窓口　
都市農業課（練馬区農業委員会）　
地域振興課　協働推進課  
美術館再整備担当課

企画課　区政改革担当課　財政課
総務課　文書法務課　職員課

広聴広報課（区民の声窓口）
戸籍住民課（戸籍・住居表示番号の申請）
証明写真
練馬区民事務所（住民票・住所変更・印鑑登録など）
庁舎案内　庁舎会議室受付（庁舎管理係）
多目的会議室入口
ゆうちょ銀行ATM 有料コピー

教育総務課　学務課　教育指導課

区議会
（議長室 副議長室 区議会事務局）

区議会
（本会議場 第四・第五委員会室）

区議会
（第一～第三委員会室 議員控室）

福祉部管理課　生活サポートセンター
高齢社会対策課　高齢者支援課
保健福祉サービス苦情調整委員事務局
指導検査担当課

練馬総合福祉事務所

区議会
（本会議場傍聴席）

ハーブテラス
区民情報ひろば（有料コピー）

区議会（全員協議会室）

職員レストラン　 売店

区議会（議員控室）

国保年金課（国民健康保険・国民年金）

税務課
（住民税の申告・税証明書・原付自転車登録など）
会計管理室

収納課

日本旅行
出納コーナー
指定金融機関（みずほ銀行）

広聴広報課（広報担当）
危機管理課　防災計画課　区民防災課
練馬区防災センター

教育施策課　保健給食課　学校施設課
青少年課
こども施策企画課　保育計画調整課
放課後対策第二係（子育て支援課）
計画調整係・運営調整係（光が丘図書館）

会議室（1902～1907）

施設管理課　施設整備課　監査事務局

文化・生涯学習課　スポーツ振興課

区長室　秘書課

多目的会議室

駐車場

駐車場

庁議室

国保年金課
（後期高齢者医療制度）

収納課
（住民税・国民健康保険料など）

土木部管理課  道路公園課
有料コピー

開発調整課　建築課　建築審査課
防災まちづくり課

子育て支援課（児童手当など・学童クラブ）
保育課　ひとり親家庭支援係（生活福祉課）

介護保険課

練馬つつじ歯科休日急患診療所
経理用地課（契約など）

障害者施策推進課
障害者サービス調整担当課
喫茶コーナー　警備室
休日・夜間窓口
マイナンバーカード交付コーナー

休日急患診療所　夜間救急こどもクリニック
休日・夜間薬局  健康診査室
青少年育成第一地区事務局

（連絡通路）

（連絡通路）

（連絡通路）

（連絡通路）

（連絡通路）

（連絡通路）

（連絡通路）

7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

5階

4階

3階

2階

1階

B1

B2

10階

9階

8階

7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

B1

◉有料コピー
　…本庁舎14階（Ａ3のみ）
　　本庁舎  1階（カラー可）
　　西庁舎10階（カラー可）
　　（区民情報ひろば）

：だれでもトイレ

：AED

：赤ちゃんスポット
  授乳･おむつ替えができます｡

都市計画課　交通企画課
美術館再整備まちづくり担当課
東部地域まちづくり課　西部地域まちづくり課
新宿線・外環沿線まちづくり課
大江戸線延伸推進課　選挙管理委員会事務局

20階

19階

18階

17階

16階

15階

14階

13階

12階

11階

10階

9階

8階

7階

6階
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練馬区わたしの便利帳

取り次ぎ業務
　区への申請書など（下記参照）をお預かりし、練馬庁舎の担
当部署へ回送します。
※�練馬および石神井区民事務所では、同一庁舎内の他部署をご案内す
る場合があります。

子ども医療費払戻し申請書
保険証等再発行申請書
　後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療限度額適
用・標準負担額減額認定証、後期高齢者医療限度額適用認
定証、後期高齢者医療特定疾病療養受療証、介護保険被保
険者証、介護保険負担割合証、国民健康保険被保険者証、高
齢受給者証
年金事務所が発行する届書
　国民年金被保険者関係届書（申出書）、国民年金加入のご
案内
※�練馬区民事務所では受け付けていません。同一庁舎内の国民年金係
（本庁舎3階）で取り扱います。

郵送で練馬庁舎へ送付する申請書
　住民税口座振替申請、国民健康保険料口座振替申請、三
療サービス申請はがき、いきいき健康券、区長への手紙

※1�平日日中…月～金曜の午前8時30分から午後5時まで
※2�平日夜間…月～金曜の午後5時から午後7時まで
※3�土曜…�祝休日を除く土曜日の午前9時から午後5時まで� �

（練馬区民事務所のみ）
※4��国外からの転入届、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを用
いた特例の転入届など、他自治体などへの問合せが必要になる手
続きは、平日夜間・土曜は取り扱いできません。

※5�申告をしているなど交付を受けられる方が限られます。
※6��飼い犬の登録内容の確認が必要になる手続きは、平日夜間・土曜は
取り扱いできません。

窓口受付時間
　月～金曜　午前8時30分～午後7時
　土曜（練馬区民事務所のみ）　午前9時～午後5時
　※日曜・祝休日、年末年始は受け付けません。

取り扱う主な業務
　下表に記載の事務であっても、一部については同一庁舎
内の他部署で取り扱う場合や平日の午後5時以降および土
曜日には取り扱っていない事務があります。あらかじめ、参
照ページの記載内容をご確認ください。

区民事務所で取り扱う主な事務内容
平日
日中
（※1）

平日
夜間
（※2）

土曜
（※3）

参照
ページ

届
　
出

転入・転出・転居・世帯変更※4 ○ ○ ○ 30p
印鑑登録 ○ ○ ○ 31p
国民健康保険の加入・脱退 ○ × × 36p
国民年金の加入・変更 ○ × × 40p
区立小・中学校への転入学手続き
（住民票の異動に伴うもの（海外か
らの転入の方を除く））

○ ○ ○ 52p

証
　
明

住民票の写し、住民票記載事項証明書 ○ ○ ○ 32p
印鑑登録証明書 ○ ○ ○ 32p
練馬区に本籍がある方の戸籍謄
本・抄本など（除籍・改製原戸籍な
どを除く）

○ ○ × 32p

住民税の課税（非課税）・納税証明書※5 ○ ○ ○ 44p
軽自動車税種別割の納税証明書 ○ × × 45p
住居表示変更証明書 ○ ○ ○ 99p

納
　
付

住民税、軽自動車税種別割 ○ × × 43p
国民健康保険料 ○ × × 38p
介護保険料 ○ × × 78p
後期高齢者医療保険料 ○ × × 71p
認可保育園保育料 ○ × × 48p

そ
の
他

飼い犬の登録、登録内容の変更※6 ○ ○ ○ 88p
国・都・私立学校入学・在学届
（都立特別支援学校を除く） ○ ○ ○ 52p

取り次ぎ業務 ○ ○ ○ 24p

練馬区民事務所
〒176-8501 豊玉北6-12-1 区役所内本庁舎1階

案内図�⇨22p参照

☎3993-1111㈹

石神井区民事務所
〒177-8509 石神井町3-30-26 石神井庁舎1階

☎3995-1103

主な交通機関
鉄道：石神井公園駅西口から徒歩5分
バス：��成増駅南口から石神井公園駅北口行（西武・国際）で終点

④下車／成増町から吉祥寺駅行（西武）で「石神井庁舎前」
③下車／阿佐ヶ谷駅北口から石神井公園駅行（関東）で終
点①下車／荻窪駅北口から石神井公園駅行（西武・関東）
で終点①下車／吉祥寺駅北口から上石神井駅経由・成増
町行（西武）で「石神井庁舎前」②下車

④

②

③

①

園
学
泉
大
至 男女共同参画センター

えーる

石神井消防署
石神井公園出張所

石神井公園区民
交流センター

石神井
観光案内所

交番石神井保健相談所

富士
街道

石神井警察署

石神井公園駅

至谷原交差点

石神井庁舎
石神井区民事務所

区民事務所のご案内
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

光が丘区民事務所
〒179-0072 光が丘2-9-6 光が丘区民センター2階

☎5997-7711

主な交通機関
鉄道：光が丘駅区民センター連絡口直結
バス：�成増駅南口から光が丘駅行（西武）で「光が丘駅」下車／練

馬高野台駅から成増駅南口行（西武）で「光が丘駅」下車／
保谷駅南口から光が丘駅行（みどりバス・保谷ルート）で終
点下車／東武練馬駅入口から光が丘駅行（みどりバス・北
町ルート）で終点下車

至練馬

旭町南
地区区民館

光が丘
四季の香小

光が丘
第一中

練馬光が丘病院
田柄高校

光が丘駅バス停

至谷原交差点

至笹目橋

光が丘郵便局

光が丘警察署
光が丘消防署

光が丘福祉園
都立光が丘

公園

光が丘
清掃工場

光が丘駅

り
通

大
東

丘
が

光

笹  

目  

通  

り

り
通
大
西
丘
が
光

光が丘地区区民館

光が丘ＩＭＡ

光が丘区民事務所

大
江
戸
線

バス会社名は次のように省略しております。☞西武バス（西武）　国際興業バス（国際）　関東バス（関東）　練馬区みどりバス（みどりバス）

関区民事務所
〒177-0051 関町北1-7-2 関区民センター1階

☎3928-3046

主な交通機関
鉄道：�武蔵関駅南口から徒歩5分
バス：�大泉学園駅南口から吉祥寺駅行（西武）で「関町北一丁目」

下車／みどりバス・関町ルート・南大泉ルートで「関区民セ
ンター前」下車

宿
新
至

無
田
至

武蔵関駅

石神井西小

至吉祥寺
石神井消防署
関町出張所

青梅街道

和菓子店

銭湯

至新青梅街道

西武新宿線本立寺

交番
銀行

り
通
申
庚
町
関

見
伏
東
至

井
神
石
上
至

リサイクルセンター

は一方通行

関区民事務所

早宮区民事務所
〒179-0085 早宮1-44-19

☎3994-6705

主な交通機関
鉄道：平和台駅2番出口から徒歩8分

氷川台駅1番出口から徒歩10分
バス：�みどりバス・氷川台ルートで「早宮一丁目」①または「開進

第一小学校」②下車
※駐車スペースが少ないため、身体が不自由な方などを除き、
車での来所はご遠慮ください。

環八
通り

平和台駅
塚
赤
鉄
下
地
至

至川越街道

開進第一中

至豊島園

開進第一小 至川越街道

練馬消防署
平和台出張所

交番

石神井川
至小竹向原

正久保橋

至桜台駅

地下鉄有楽町線早宮
中央
通り

氷川台駅

早宮区民事務所

②

①

大泉区民事務所
〒178-0063 東大泉1-28-1 リズモ大泉学園4階

☎3922-1171

主な交通機関
鉄道：�大泉学園駅北口からペデストリアンデッキ直結（徒歩3分）
大泉学園駅北口直結の�G

グ ラ ン
rand�E

エ ミ オ
mio�の上の階です。

※駐車場・駐輪場は有料です。

袋
池
至

交番

駐車場出入口Ｐ
リズモ大泉学園

南口

フィット
ネス
クラブ

きらぼし銀行

コンビニ

北口

みずほ銀行

ゆめりあ
フェンテ

JA東京あおば

薬局① 午前8時30分～　1階
　 JA東京あおば隣の入口
奥のエレベーターで
区民事務所（4階へ） ② 午前8時30分～　1階

　 駐輪場/通用口
エレベーターで
区民事務所（4階へ）

③ 午前10時～　2階
　 通路直結の入口
中央エスカレーターで
区民事務所（4階へ）

グランエミオ大泉学園

ゆめりあ1
三井住友銀行

大泉区民事務所

大泉学園駅

珈琲店

至
所
沢
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練馬区わたしの便利帳

　平日昼間に窓口にお越しになれない方のため、下表の通り時間外窓口サービスを行っています。手続きの種類により本人確
認できるもの（運転免許証など）が必要です。また予約が必要なものがあります。予約の要・不要は次の記号で表しています
ので、確認の上ご利用ください。
5時：当日午後5時までに予約　 4時：当日午後4時までに予約（当日のみ予約を受け付けます）
◎：直前の平日開庁日の午前9時から午後5時までに予約　■：予約はいりません

手続き
平日夜間

土・日・祝休日
（　）内は窓口の時間

問合せ（予約先）
※ 各区民事務所の  

電話番号は132p参照
午後5時から
午後7時まで

午後7時から
午後8時まで

午後8時から
翌日午前8時

30分

戸籍の届出（婚姻・出生・死亡など）
届書は事前に用意してください ■西庁舎1階 ■西庁舎1階（終日） 戸籍第一係

☎5984-4530

戸籍の証明書の交付・届出の相談
身分証明書の交付については練馬区に本籍を持っ
てから4か月以上経過した本人の請求に限る

■本庁舎2階
※�相談は要予
約（本庁舎
2階のみ）
■区民
　事務所

— —
戸籍第一係
☎5984-4530
各区民事務所

住所の異動届
他自治体などに確認が不要な転入・転出などに
限る※

■区民
　事務所 —

■練馬区民事務所
（祝休日を除く毎土曜日の
午前9時〜午後5時）

平日夜間
　各区民事務所
土曜日
　練馬区民事務所

住民票の写しの交付
予約の場合は、受け取りに来る方（本人または
同一世帯の方の請求に限る）が、予約の電話を
すること。また、マイナンバー（個人番号）が記
載された住民票の写しは、予約による交付はで
きない。

5時 �西庁舎1階 ◎西庁舎1階（終日） 練馬区民事務所

■区民
　事務所 —

■練馬区民事務所
（祝休日を除く毎土曜日の
午前9時〜午後5時） 平日夜間

　各区民事務所
土曜日
　練馬区民事務所

印鑑登録・印鑑登録証明書の交付 ■区民
　事務所 —

■練馬区民事務所
（祝休日を除く毎土曜日の
午前9時〜午後5時）

住民税の申告・相談 5時 �本庁舎4階
（来庁時間は午後7時まで） — — 区税第一～第四係

☎5984-4537

住民税・軽自動車税種別割の納付相談 5時 �本庁舎4階
（来庁時間は午後7時まで） — —

納付相談係
（納付案内センター）
☎5984-4547

住民税の課税（非課税）・納税証明書の交付
予約の場合は、本人または区に同一世帯として
住民登録している親族に限る。受け取りは、予
約の電話をした本人に限る。

5時 �西庁舎1階 ◎西庁舎1階（終日）
税証明・軽自動車税
担当
☎5984-4536

■区民
　事務所 —

■練馬区民事務所
（祝休日を除く毎土曜日の
午前9時〜午後5時）

平日夜間
　各区民事務所
土曜日
　練馬区民事務所

軽自動車税種別割の納税証明書の交付
本人または区に同一世帯として住民登録してい
る親族に限る。受け取りは、予約の電話をした
本人に限る。

5時 �西庁舎1階 ◎西庁舎1階（終日）
税証明・軽自動車税
担当
☎5984-4536

時間外窓口サービス
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

手続き
平日夜間

土・日・祝休日
（　）内は窓口の時間 問合せ（予約先）午後5時から

午後7時まで
午後7時から
午後8時まで

午後8時から
翌日午前8時

30分

国民健康保険
加入・脱退・保険証の手続き・療養費・出産育児
一時金・葬祭費などの申請

5時 �本庁舎3階
（来庁時間は午後7時30分
まで）

— —
こくほ資格係
☎5984-4554
こくほ給付係
☎5984-4553

国民健康保険
保険料の納付相談

5時 �本庁舎4階
（来庁時間は午後7時まで） — —

納付相談係
（納付案内センター）
☎5984-4547

後期高齢者医療制度
保険証の再交付申請・療養費・葬祭費などの申
請・保険料の納付相談

5時 �
本庁舎2階 — —

後期高齢者資格係
☎5984-4587
後期高齢者保険料係
☎5984-4588

国民年金
加入・変更などの手続き

4時 �本庁舎3階
（来庁時間は午後7時30分
まで）

— — 国民年金係
☎5984-4561

介護保険
介護保険認定申請・保険料の納付相談

5時 �東庁舎4階
（納付相談の来庁時間は午
後7時まで）

— —
介護認定第一係
☎5984-2867
資格保険料係
☎5984-4593

児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶
養手当・ひとり親医療証の新規申請など 5時 �本庁舎10階 — — 児童手当係

☎5984-5824

区営住宅・区立高齢者集合住宅
募集案内・申し込み資格などの相談、納付相談

5時 �本庁舎13階 — — 住宅係
☎5984-1619

練馬区役所会議室利用承認書発行 5時 �本庁舎1階 — — 庁舎管理係
☎5984-1091

※�国外からの転入届、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを用いた特例の転入届など、他自治体などへの問合せが必要になる手続きは、平日夜
間・土・日・祝休日は取り扱いできません。

＊�年末年始の期間は、戸籍の届出のみ取り扱います。�
＊上記以外でも保育園などの入園申し込みなど特定の期間に時間延長をする窓口があります（「ねりま区報」・区ホームページなどでお知らせします）。
＊庁舎および電算システム保守のため業務を行わない日があります（「ねりま区報」・区ホームページなどでお知らせします）。
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練馬区わたしの便利帳

あなたを受け持つ窓口
町　名 丁　目 総合福祉事務所 保健相談所 土木出張所 清掃事務所

あ

旭
あ さ ひ が お か

丘 1・2丁目 練 馬 豊 玉 東 部 練 馬
旭

あ さ ひ ち ょ う

町 1〜3丁目 光 が 丘 光 が 丘
大
お お い ず み が く え ん ち ょ う

泉 学 園 町 1〜9丁目
大 泉 大 泉 西 部 石 神 井

大
お お い ず み ま ち

泉 町
1・3〜6丁目
2丁目 石 神 井

か

春
か す が ち ょ う

日 町
1・2・4丁目 光 が 丘 北 東 部 練 馬3・5・6丁目 光 が 丘

上
か み し ゃ く じ い

石 神 井 1〜4丁目 石 神 井 関 西 部 石 神 井
上
か み し ゃ く じ い み な み ち ょ う

石 神 井 南 町 全域
北

き た ま ち

町 1〜8丁目 光 が 丘 北
東 部 練 馬向

こ う や ま

山 1〜4丁目 練 馬 豊 玉
小

こ た け ち ょ う

竹 町 1・2丁目

さ

栄
さ か え ち ょ う

町 全域 練 馬 豊 玉 東 部 練 馬
桜

さ く ら だ い

台 1〜6丁目
下
し も し ゃ く じ い

石 神 井 1〜6丁目

石 神 井

石 神 井
※�石神井台4・7・8
丁目は関

西 部 石 神 井

石
し ゃ く じ い だ い

神 井 台 1〜8丁目
石
し ゃ く じ い ま ち

神 井 町 1〜8丁目
関

せ き ま ち き た

町 北 1〜5丁目
関関

せ き ま ち ひ が し

町 東 1・2丁目
関
せ き ま ち み な み

町 南 1〜4丁目

た

高
た か の だ い

野 台 1〜5丁目 石 神 井 石 神 井 西 部 石 神 井
高

た か ま つ

松 1〜6丁目
光 が 丘

光 が 丘
東 部 練 馬

田
た が ら

柄
1・2丁目 北
3〜5丁目 光 が 丘

立
た て の ち ょ う

野 町 全域 石 神 井 関 西 部 石 神 井
土

ど し だ

支 田 1〜4丁目 光 が 丘 光 が 丘

東 部 練 馬
豊

と よ た ま か み

玉 上 1・2丁目

練 馬 豊 玉豊
と よ た ま き た

玉 北 1〜6丁目
豊

と よ た ま な か

玉 中 1〜4丁目
豊
と よ た ま み な み

玉 南 1〜3丁目

な

中
な か む ら

村 1〜3丁目
練 馬 豊 玉 東 部 練 馬中

な か む ら き た

村 北 1〜4丁目
中
な か む ら み な み

村 南 1〜3丁目
西
に し お お い ず み

大 泉 1〜6丁目 大 泉 大 泉 西 部 石 神 井
西
に し お お い ず み ま ち

大 泉 町 全域
錦

にしき 1・2丁目 光 が 丘 北
東 部 練 馬貫

ぬ く い

井 1〜5丁目 練 馬 豊 玉
練

ね り ま

馬 1〜4丁目

は

羽
は ざ わ

沢 1〜3丁目 練 馬 豊 玉 東 部 練 馬
早

は や み や

宮 1〜4丁目 光 が 丘 北
東
ひ が し お お い ず み

大 泉 1〜7丁目 大 泉 石 神 井 西 部 石 神 井
光

ひ か り が お か

が 丘 1〜7丁目 光 が 丘 光 が 丘 東 部 練 馬
氷

ひ か わ だ い

川 台 1〜4丁目 北
富

ふ じ み だ い

士 見 台 1〜4丁目 石 神 井 石 神 井 西 部 石 神 井
平

へ い わ だ い

和 台 1〜4丁目 光 が 丘 北 東 部 練 馬

ま
南
み な み お お い ず み

大 泉 1〜6丁目 大 泉
石 神 井 西 部 石 神 井南

み な み た な か

田 中 1〜5丁目 石 神 井
三

み は ら だ い

原 台 1〜3丁目
や 谷

や は ら

原 1〜6丁目 石 神 井 石 神 井 西 部 石 神 井
※区民事務所には、受け持ち地域はありません（区民事務所の所在地・取り扱い業務�⇨24・25ｐ参照）。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

届出、登録、証明

各種届出

戸籍の届出
　戸籍は、夫婦、親子など、個人の身分関係を登録し、証明す
るものです。

 届出人
　届出人は下表の通りです。届出人とは、届書に署名する方
です。代理人が届書を持ってくる場合でも、署名は届出人が
自署してください。

 本人確認
　届出の種類によっては、届出人の本人確認を行います。本
人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証、パス
ポートなど）をお持ちください。代理人（届出人以外の方）が
届書をお持ちになる場合には、代理人の本人確認ができる
ものをお持ちください。

届出先・問合せ先
　戸籍住民課戸籍第一係（本庁舎2階）� ☎5984-4530
　戸籍住民課戸籍第二係（石神井庁舎2階）�☎3995-1105
※�お住まいにかかわらず、区役所と石神井庁舎のどちらでも受け付けて
います。区民事務所では取り扱っていません。

種　類 届出人 届出先 届出期間 必要なものおよび注意事項

出生届

父または母
（父または母が届け
出られないときは、
お問い合わせくだ
さい）

本籍地、または出生
地、あるいは届出人
の住所地の区市役
所・町村役場

生まれた日から
14日以内

届　　書：1通
添付書類：�出生証明書（出生届に付いています。医師また

は助産師に記入してもらってください）、母子健
康手帳、国民健康保険証（加入者のみ）

注　　意：�命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタ
カナに限ります。

死亡届

親族
（親族が届け出られ
ないときは、お問い
合わせください）

死亡者の本籍地、ま
たは届出人の住所
地、あるいは死亡し
た場所の区市役所・
町村役場

死亡の事実を知っ
た日から7日以内

届　　書：1通
添付書類：�死亡診断書（死亡届に付いています。医師に記

入してもらってください）

死体火葬許可申請も同時に手続きしてください（火葬場を決めてからおいでください）。

婚姻届 夫と妻
夫か妻の本籍地、ま
たは住所地の区市
役所・町村役場

－

届　　書：1通
添付書類：�夫婦の一方、または双方の本籍が届出先にない

ときは、本籍が届出先にない方の戸籍全部事項
証明書（戸籍謄本）または戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）1通

注　　意：�①証人（成人2人）の署名が必要です。
②�成年年齢を18歳に引き下げることなどを内
容とする民法の一部改正に伴う経過措置によ
り、未成年者が婚姻する場合は、父母の同意
書が必要です。
③�本人確認ができるもの（マイナンバーカード、
運転免許証、パスポートなど）をお持ちください。

離婚届
夫と妻
（調停（裁判）離婚
の場合は申立人）

夫婦の本籍地、また
は住所地の区市役
所・町村役場

調停（裁判）離婚の
場合は、調停の成
立または審判・判
決の確定日から10
日以内

届　　書：1通
添付書類：�夫婦の本籍が届出先にないときは、戸籍全部事

項証明書（戸籍謄本）1通
�調停（裁判）離婚の場合は調停調書の謄本など
も必要です。

注　　意：�①�証人（成人2人）の署名が必要です（調停（裁判）
離婚の場合は不要）。
②�夫婦間の未成年の子については親権者を定
めてください。
③�本人確認ができるもの（マイナンバーカード、
運転免許証、パスポートなど）をお持ちください。

旧姓に戻らずに婚姻中の苗字をそのまま使いたい場合は、お問い合わせください。

転籍届 戸籍筆頭者と
配偶者

転籍地、現本籍地ま
たは住所地の区市
役所・町村役場

－ 届　　書：1通
添付書類：�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）1通

その他の届出については、お問い合わせください。

29

各
種
届
出

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_前半.indd   29２２０９練馬区8(SG40)行政最終_前半.indd   29 2022/08/01   15:37:012022/08/01   15:37:01



練馬区わたしの便利帳

　住民基本台帳は、あなたの住所や家族構成などの居住関
係を記録、証明し、印鑑登録、就学、国民健康保険、国民年金、
児童手当などの基礎となるものです。
　住所や家族構成などが変わるときは、下表の届出期間内
に届出を行ってください。期間内に届出がない場合は、過料
が科せられる場合があります。
※�外国人住民の方（中長期在留者、特別永住者など）も住所や家族構成
が変わる場合は日本人同様に下記の届出を行ってください。

届出人
　原則として、本人または世帯主です。やむを得ない場合は
代理人でもかまいません（代理人の場合は委任状が必要です）。

届出先・問合せ先
　・�各区民事務所（⇨24・25p参照）
※外国人住民記録係では取り扱っていません。

住民記録の届出

種　類 どんなとき 届出期間 必要なものおよび注意事項

転入届

区外（国内）から引っ
越してきたとき

引っ越しした日から
14日以内（引っ越
し前の届出はでき
ません）

・�届出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在
留カード、特別永住者証明書など本人確認できるもの
・�前住所の区市町村発行の転出証明書（ただし、前区市町村でマイナンバーカー
ドまたは住民基本台帳カードによる特例の転出届を行っている方で転出予定
日から30日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し
て特例の転入をされる方は転出証明書は不要です）
・�マイナンバーカード・住民基本台帳カード（所有者のみ）
・�外国人住民の方は、上記に加え転入される方全員の在留カード、特別永住者
証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書のいずれかが必要です。
・�在学証明書（練馬区立の小中学校に転校する場合のみ）

国外から引っ越して
きたとき
※�住民基本台帳に記
載されていない外
国人の方が、新たに
中長期在留者にな
られたときも同様の
手続きが必要にな
ります。

・�届出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在
留カード、特別永住者証明書など本人確認できるもの
・�転入される方全員のパスポート（入国の際は、必ず、入国日のスタンプを押印
して貰ってください。入国日のスタンプがない場合は搭乗券の半券など入国
日が確認できる書類もご提示願います）
・�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）と戸籍の附票の写し（日本人のみ）
・�外国人住民の方は、転入される方全員のパスポートと在留カード、特別永住
者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書のいずれかが必要です。
・�基礎年金番号のわかるもの（国民年金第1号被保険者の対象となる方のみ）

転居届 練馬区内で引っ越し
したとき

・�届出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在
留カード、特別永住者証明書など本人確認できるもの
・�マイナンバーカード・住民基本台帳カード（所有者のみ）
・�転居される外国人の方は、在留カード、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一
時庇護許可書のいずれかが必要です。
・�在学証明書（練馬区立の小中学校に転校する場合のみ）

転出届 区外へ引っ越しする
とき

引っ越しする14日
前から（引っ越し後
も受け付けします）

・�届出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在
留カード、特別永住者証明書など本人確認できるもの
・�転出届は郵送でもできます。詳しくは各区民事務所（⇨24・25p）にお問い合
わせください。

世帯
変更届

世帯主が変わった
ときなど

変更があった日か
ら14日以内

・�届出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在
留カード、特別永住者証明書など本人確認できるもの
・�詳しくは各区民事務所（⇨24・25p）にお問い合わせください。

※�特別永住者の方が所持する「外国人登録証明書」は、法令で定める期間は、特別永住者証明書とみなされます（「みなし特別永住者証明書」といいます）。
※外国人住民の方は、続柄を証明する書類（外国語の場合は、訳者を明らかにした邦訳文を添付すること）が必要になることがあります。
※��国外からの転入届や転出証明書の提示ができない方の転入届、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した特例の転入届、マイナンバーカー
ド・住民基本台帳カードの継続利用など、他自治体などへの問合せが必要になる手続きは、平日（祝休日・年末年始を除く月〜金曜）の午前8時30分
から午後5時までに、区民事務所で手続きしてください。
※後期高齢者医療制度�⇨71p、児童手当�⇨56p、介護保険�⇨78pの手続きは各担当課へお問い合わせください。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

特別永住者証明書の申請

印鑑登録

申請・届出先および窓口受付時間
区民事務所（⇨24・25p参照）月〜金曜��午前8時30分〜午後5時

※土・日・祝休日、年末年始は受け付けません。
※�中長期在留者の在留カードは、出入国在留管理局で取り扱います。
問 戸籍住民課外国人住民記録係 ☎5984-4529

現在お持ちの証明書の種類別の有効期限
　・�外国人登録証明書（みなし特別永住者証明書）
　　①顔写真無し（紙製）：16歳の誕生日まで
　・�特別永住者証明書
　　②��顔写真付き：券面記載の有効期限まで
　　③��顔写真無し：券面記載の有効期限（16歳の誕生日）まで

有効期間更新申請（有効期限が近づいたとき）

再交付申請

交換希望
　特別永住者証明書をお持ちの方が、任意に特別永住者証
明書を交換したい場合は、有料（1,600円）になります。

申請に必要なもの
　外国人登録証明書、または特別永住者証明書（紛失などで
失っている場合を除く）／有効な旅券（持っている方のみ）／
写真1枚（タテ4cm×ヨコ3cmで3か月以内に撮影し、無帽、
無背景、正面向）／【紛失などによる再交付申請の場合】紛失
などを証明する資料（遺失届出証明書など）／【国籍、氏名な
どの変更届出の場合】変更が生じたことを証明する文書

国籍、氏名などの記載事項変更届出

対象の証明書の区別 申請期間（※1）
顔写真付き（上記②） 有効期限の2か月前から有効期限の日まで

顔写真無し（上記①③）有効期限の6か月前から有効期限の日（16歳の誕生日）まで（※2）

どんなとき 申請期間
証明書を紛失・滅失・盗難

などにより失ったとき
失った事実を知ってから14日以内（国外で
事実を知った場合は再入国後14日以内）

証明書を汚損・毀損したとき なるべく早く申請してください。

どんなとき 届出期間
国籍・地域、氏名、生年月日、性別を変更したとき 変更してから14日以内

（※1）申請期間中に事情で申請できない場合はご相談ください。
（※2）��同一世帯の親族が代理申請してください。16歳の誕生日当日は

本人申請も可能です。

　印鑑登録は、本人自ら申請することが原則です。代理人に
よる申請には委任状などが必要です。

登録できる方
　練馬区の住民基本台帳に登録されている方（15歳未満と
印鑑登録をする意思能力を有しない方を除く）

登録できない印鑑（例示）
　①�8mm四方の中に収まるもの、または25mm四方の中
に収まらないもの（右図参照）

　②�印影が氏名を表していないもの、または氏名以外の記載
（職業など）をしたもの

　③ほかの方（家族を含む）がすでに登録している印鑑
　④印影が不鮮明なもの。または判読が困難なもの
　⑤�ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材

質で作ったもの（量産されている印鑑は適当ではありません）

※�外国人住民の方は、ローマ字氏名・漢字氏名・通称などを相互に組み
合わせた印鑑は登録できません。このほかにも表記の仕方によっては
登録できない場合がありますので事前にお問い合わせください。

登録手数料
　50円

登録先・問合せ先
　・�各区民事務所（⇨24・25p参照）
※�外国人住民記録係では� �
取り扱っていません。

25mm

8mmこの中に収まる小さな印鑑は不可

この中に収まらない大きな印鑑は不可

窓口に
来る方 方　法 登録証

の交付 手続き

本　人

一般的な方法 数日後

①�登録する印鑑と本人確認書類（健康保険証・年金手帳など）を持って各区民事
務所（⇨24・25p参照）に申請すると、自宅へ照会書が郵送されます。
②照会書に必要事項を記入し、登録印を押印します。
③��上記の照会書を本人確認書類（健康保険証・年金手帳など）とともに30日以
内に申請をした区民事務所に持参すると、印鑑登録証が交付されます。

運転免許証などを利用する方法
（特例①）

即　日

登録する印鑑と申請者本人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、
日本のパスポート、在留カード、特別永住者証明書、写真付き住基カードなどの
官公署発行の写真付き証明書。有効期限内のものに限る）を持って、各区民事
務所（⇨24・25p参照）に申請します。

保証人による方法（特例②）
※�保証人が練馬区に印鑑登録して
いる場合に限ります。

保証書（本人が自署・登録印を押印した申請書の裏側）に、保証人が申請者の氏
名と保証人の住所、氏名、印鑑登録番号を自署し、押印（登録印）の上、本人が各
区民事務所（⇨24・25p参照）に申請します。

※成年被後見人が印鑑登録する場合は、法定代理人の同行が必要です。
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練馬区わたしの便利帳

窓口に
来る方 方　法 登録証

の交付 手続き

代理人

代理人に依頼する方法
※�この方法による場合、その日には、
登録はできません。
※�15歳未満の方および成年被後見
人の方は、代理人になれません。
※�ご家族の方が申請する場合も代
理人として委任状が必要です。

数日後

①��本人が自署、押印（登録印）した委任状と登録印および代理人の本人確認書類
（運転免許証や健康保険証など）を代理人が持って各区民事務所（⇨24・
25p参照）に申請します。
②本人あてに照会書が郵送されます。
③本人自身が照会書に必要事項を記入し登録印を押印します。
④�本人または代理人が、30日以内に上記の照会書（回答書）を、申請した区民
事務所に持参すると印鑑登録証が交付されます。その際、必ず窓口に来る方
の本人確認書類（運転免許証・健康保険証など）をお持ちください。代理人
が持参するときは、上記のほかに委任状と印鑑登録する本人の本人確認書類
（運転免許証・健康保険証など）も必要です。

印鑑登録証明書
必要なもの
　印鑑登録証（印鑑は不要）

請求先・問合せ先
　・�各区民事務所�⇨24・25p参照
※外国人住民記録係では取り扱っていません。

その他
　・�代理人でもとれます（委任状は不要）。
　・�印鑑登録証（カード）をなくした時は、速やかに区民事務
所へ印鑑登録証亡失の届出をしてください。

　・�登録している印鑑をなくしたり、印鑑を変更するときは、
区民事務所に印鑑登録廃止の申請が必要です。

　・�郵便局での請求�⇨34p参照
　・�コンビニ交付サービス�⇨34p参照

戸籍関係の証明書
 請求先

　戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書（戸
籍抄本）など、戸籍関係の証明は、本籍地でしかとれません。請
求の際は本籍・筆頭者を明記してください。また、代理人が申
請する場合は委任状が必要です。⇨33p参照
　相続に使う戸籍を請求する場合は改製原戸籍も必要とな
ることがあります。
① 本籍地が練馬区の方
　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）・最寄りの区民事務所（取り扱いできないものがあ
ります。33pの表「戸籍・住民記録手数料」を参照してくださ
い）
② 本籍地が練馬区以外の方
　本籍地の市区町村へ請求してください。

必要なもの
　本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証、
日本のパスポートなど）

証明書のとり方

住民記録関係の証明
住民票の取り扱い
　住民票の写し、住民票記載事項証明書の請求の際、自署が
不可能な場合には認め印が必要となります。同一世帯員以
外の方がその証明書を請求する場合や本人以外の方が除票
（消除された住民票）の写しを請求する場合、正当な請求理由
と、それが確認できる資料などがない場合には請求に応じら
れません。また、代理人が請求する場合は委任状が必要です。
委任状については33pを参照してください。
※�住民票コードまたはマイナンバー（個人番号）が記載された住民票の
写しや住民票記載事項証明書は、本人または同一世帯以外の方は請
求できません。

※�死亡された方の除票の写しには、住民票コードおよびマイナンバー（個
人番号）は記載されません。

必要なもの
　本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証、
日本のパスポートなど）

請求先・問合せ先
　・�各区民事務所�⇨24・25p参照

その他
　・�郵便局での請求�⇨34p参照
　・�コンビニ交付サービス�⇨34p参照
　・�郵送による請求�⇨34p参照
※外国人住民記録係では取り扱っていません。
※�外国人住民の住民票の写しなどには、外国人登録原票に記載されて
いた父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日、過去（平成24年7月8日
以前）の氏名・通称名・国籍・居住地の変更履歴などは記載されません。
ご自分や未成年の子、亡くなった親族などの外国人登録原票の写しが
必要な方は、出入国在留管理庁（外国人登録原票担当�☎5363-
3005）へお問い合わせください。

問合せ先
　・�戸籍住民課戸籍第一係（本庁舎2階）� ☎5984-4530
　・�戸籍住民課戸籍第二係（石神井庁舎2階）�☎3995-1105

 その他
　・�郵便局での請求�⇨34p参照
　・�コンビニ交付サービス�⇨34p参照
　・�郵送による請求�⇨34p参照
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

戸籍・住民記録手数料

※その他の証明書はお問い合わせください。
＊1��本人、配偶者、直系血族以外の証明書を請求するときは、請求理由を具体的に示してください（法で定められた要件を満たさない場合は交付でき
ません）。

＊2��マイナンバーカードをお持ちの方がコンビニ交付サービスや各区民事務所に設置されている証明書発行機により発行する場合は、（　）内の金額
で取得できます。�⇨34p参照

証明書の委任状
　用紙は自由ですが、できれ
ば便せん大のものを用いてく
ださい。
＊1「委任内容」について
①  印鑑登録の場合、次の中か

ら選んで記入してください。
　・�印鑑登録申請
　・�印鑑登録証引替交付� �
（カードが破損した場合）

　・�印鑑登録証亡失届（カードをなくした場合）
　・�印鑑登録廃止申請（印鑑の変更、印鑑をなくした場合）
　・�以上の申請および受領の件
②  戸籍および身分証明書の場合、次の内容を記入してください。
　・�必要な戸籍の本籍・筆頭者氏名
　・�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）、身分証明書などの別

　・�必要部数
　・�以上の申請および受領の件
③住民票の写しの場合、次の全てを記入してください。
　・�住民票（除票）の写しの申請および受領の件
　・�必要な住民票の写しの住所・氏名
　・�必要部数
　・�使用目的（提出先も含めて具体的に）
　・�世帯全員・一部の別
　・�続柄の記載の要・不要
　・�本籍・筆頭者の記載の要・不要（外国人住民の方を除く）
　・�委任状は日本語で記入してください。
　�※��住民票コードまたはマイナンバー（個人番号）が記載された住民票

の写しや住民票記載事項証明書は、本人と別世帯の方には交付で
きませんのでご注意ください。

委 任 状
     私は、（窓口に来る方の住所）

（窓口に来る方の氏名）
を代理人と定め、下記の事項を委任しました。

記

委任内容
　令和　　年　　月　　日
（委任する方の住所）
（委任する方の氏名） 〔印〕

（
見
本
）

種　類 手数料 区民事務所
での取り扱い

戸籍関係

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）＊1　戸籍に記録されている方全員の証明 1通　450円＊2
（350円） ○戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）＊1　戸籍に記録されている方のうち、必要とする方だけの証明

除籍全部事項証明書（除籍謄本）＊1　除籍になった戸籍に記録されていた方全員の証明
1通　750円

×
除籍個人事項証明書（除籍抄本）＊1
除籍になった戸籍に記録されていた方のうち、必要とする方だけの証明
改製原戸籍謄・抄本＊1　戸籍の電算化や戸籍制度の変更により改製された戸籍の写し
戸籍届受理証明書　戸籍の届出が済んだことを証明するもの
※届出人以外は請求できません。また、発行できるのは届出の受理地のみとなります。 1通　350円
戸籍の附票の写し＊1　各人の住所の異動を記録したもの

1通　300円

○

身分証明書　禁治産、準禁治産、破産の宣告および後見の登記の無いことを証明するもの
※本人以外は委任状が必要です。
不在籍証明書　「××番地に○○の戸籍は無い」ことを証明するもの

住民記録
関係

住民票の写し 1通　300円＊2
（200円）

住民票記載事項証明書 1通　300円不在住証明書
印鑑登録証明書 1通　300円＊2

（200円）

④住民税の証明の場合、次の全てを記入してください。
　・�必要な証明書の種類（課税・非課税・納税の別）
　・�必要通数
　・�必要な年度（例：令和4年度の証明書には令和3年1月〜12月

の所得金額が記載されます）
　・�委任する方の生年月日
　・�証明対象年度の基準日（1月1日）に住んでいた練馬区での住所
　・�委任する方の電話番号
　・�以上の申請および受領の件
⑤  軽自動車税種別割の納税証明書の場合、次の全てを記入してください。
　・�軽自動車税種別割納税証明書の申請および受領の件
　・�標識番号
　・�車台番号
　・�委任する方の電話番号
＊2「委任する方本人の氏名」について
・�氏名は必ず委任する方ご本人が自署してください。
・�外国人住民の方の氏名は、在留カードや特別永住者証明
書に記載されているとおり、または住民票に記載のある通
称で記入してください。

＊3「印鑑」について
印鑑登録申請の場合は、必ず委任する方ご本人が登録する印鑑を押し
てください。印鑑登録以外で自署が不可能な場合は、認め印が必要です。
＊4「窓口に来る方の住所・氏名」について
・�委任状に記載された住所・氏名を確認できる本人確認書
類などをお持ちください。
・�外国人住民の方が代理人になる場合は、窓口に持参する
本人確認書類と氏名の表記を一致させてください。
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練馬区わたしの便利帳

郵送による請求
　戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書（戸
籍抄本）などの戸籍関係の証明書・住民票の写しは、郵送によ
る交付も行っています（戸籍関係の証明書は練馬区に本籍
がある、またはあった場合に限ります）。郵送請求に必要な書
類についてはお問い合わせください。
問（戸籍関係）戸籍住民課戸籍第一係 ☎5984-4530
問（住民票関係）戸籍住民課住民記録係 ☎5984-4745

英訳証明書
　区の発行する証明書（戸籍など）を英訳した証明書の発行
については、事前にお問い合わせください。

証明手数料
　1通300円
問 総務課総務係 ☎5984-2600

マイナンバーカードの交付
　プラスチック製でICチップが付いたカードです。券面に氏
名、住所、生年月日、性別、カード有効期限、マイナンバー（個
人番号）と本人の顔写真が表示されます。本人確認のための
身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの電子証明書
を利用した電子申請、証明書のコンビニ交付サービス（左記
参照）などにもご利用いただけます。

申請
　・�郵送による申請  
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」
に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付け、通知カー
ドまたは個人番号通知書に同封されていた送付用封筒
に入れて、郵送します。

　令和2年5月25日に廃止されたため、再発行および券面の
住所や氏名などの記載変更はできなくなりました。
※�通知カード券面の住所や氏名などが最新の場合に限り、マイナンバー
（個人番号）の確認書類として使用することができます。

通知カード

マイナンバーカード

利用時間
　午前6時30分〜午後11時
　※点検日は休止します。

その他
　各区民事務所に、マイナンバーカードを利用して証明書が
取得できる証明書発行機を設置しています。取得できる証
明書とその手数料は、コンビニ交付サービスと同様です。利
用できる時間は、各区民事務所の開庁日と開庁時間（点検日
を除く）に準じます。
※練馬区に住民登録がない方は、証明書発行機を利用できません。
問（コンビニ交付関係）区民事務所担当課調整担当係 ☎5984-1031

郵便局での住民票の写しなどの請求
　区内11か所の郵便局で証明書の交付を行っています。

郵便局で取り扱う証明書
　・�住民票の写し（注1）（注2）
　・�住民票記載事項証明書（区の様式のみ）（注1）（注2）
　・�印鑑登録証明書（本人のみ）（注2）
　・�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）（本人と同一戸籍の方のみ）

　・�戸籍の附票の写し（本人と同一戸籍の方のみ）
　・�住民税の課税（非課税）・納税証明書（注1）（注2）
（注1）��申請日現在練馬区在住の本人および住民票上同一世帯の方のみ

（住民税の証明書は、同一世帯の親族のみ）。
（注2）��他の市区町村への引っ越しなどで練馬区に住民登録がなくなって

いる方は利用できません。
※第三者の請求、委任状による請求はできません。
※��マイナンバー（個人番号）が記載された住民票の写しや住民票記載事
項証明書は郵便局では交付できません。
※区民事務所窓口での取扱いと一部異なる場合があります。

証明書交付を取り扱う郵便局（区内11か所）

証明書のコンビニ交付サービス
　全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー
機で証明書の交付を行っています。利用にはマイナンバーカー
ドと利用者証明用電子証明書の暗証番号（4桁の数字）の入
力が必要です。
※15歳未満の方と成年被後見人の方は利用できません。

取り扱う証明書および手数料
　・�住民票の写し（本人と同一世帯の方のみ）　1通200円
　・�印鑑登録証明書（本人の分のみ）　1通200円
　・�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）（本人と同一戸籍の方のみ）　1通350円

　・�住民税の課税（非課税）・納税証明書（本人の分のみ）　1通200円
※�いずれの証明書もA4サイズの普通紙に改ざん防止処理を施して印
刷されます。
※�住民票の写しには、住民票コードとマイナンバー（個人番号）は記載さ
れません。また、転出された方（予定も含む）や亡くなった方が記載さ
れないなど、窓口で交付されるものとは一部異なります。
※�戸籍の証明書は、本籍地が練馬区の方は取得できます。ただし、練馬
区に住民登録がない方は、事前に利用登録が必要です。
※�改製原戸籍謄（抄）本や除籍謄（抄）本は取得できません。
※�年金手続き用住民票など手数料が無料となるものは、窓口で取得して
ください。また、すでに取得された証明書の差し替えや返金はできま
せんのでご注意ください。�

利用時間
　【平日】午前9時〜午後4時
※土・日・祝休日、年末年始は受け付けません。
問（住民票関係）戸籍住民課住民記録係 ☎5984-2796
問（戸籍関係）戸籍住民課戸籍第一係 ☎5984-4530
問（税証明関係）税務課税証明・軽自動車税担当 ☎5984-4536

窓  口 住  所 窓  口 住  所
練馬桜台二 桜台2-17-13 練馬北町 北町1-32-5
練馬貫井 貫井5-10-4 練馬

高野台駅前 高野台1-7-3
練馬春日南 春日町1-12-3
練馬土支田 土支田2-29-16 練馬関一 関町南1-6-1
練馬旭町 旭町2-43-11 練馬南大泉五 南大泉5-21-24

練馬田柄二 田柄2-19-36 大　泉 大泉学園町4-20-23
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

住民基本台帳カード（住基カード）
　住基カードの発行は平成27年12月に終了しました。新た
に発行（再発行含む）することはできませんが、現在、有効な
住基カードは、有効期限またはマイナンバーカードの交付を
受けるまでは使用できます。

　・�パソコンやスマートフォンによるオンライン申請
　　�顔写真を撮影し、地方公共団体情報システム機構の申
請用ウェブサイト（個人番号カードのオンライン申請サ
イト）にアクセスして、申請することができます（申請書に
記載された申請書IDまたは二次元コードが必要です）。

　・�まちなかの証明写真機からの申請
　　�マイナンバーカードの申請に対応した証明写真機から
申請できます（申請書に記載された二次元コードが必要
です）。

　・�窓口での申請
　　�各区民事務所の窓口に、①通知カードまたは個人番号
通知書②顔写真③申請書（申請書がない場合は、窓口
で用意します。）④本人確認書類（運転免許証やパスポー
トなど写真付きは1点、健康保険証、年金手帳などは2点）
⑤住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）を持参してく
ださい（受付時間【平日】午前9時〜午後5時）。

　・�窓口でのオンライン申請補助サービス
　　�各区民事務所では、専用タブレットを使って顔写真撮影
（無料）から申請までの手続きをお手伝いします。

受付時間
【平日】午前9時〜午後5時（要予約。練馬区民事務所のみ
予約不要）

【土曜】午前9時〜午後5時（練馬区民事務所のみ。要予約）
各区民事務所（⇨24・25p）� �
または個人番号カード事務センター� �
☎5984-4595　（平日午前9時〜午後5時）

※「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に印字されて
いる住所・氏名などに変更がある場合は、添付されている申請書では
申請することができませんのでお問い合わせください。

交付
　交付準備が整いましたら交付通知書を送付します。
　交付通知書が届きましたら、所定の窓口でカードの交付を
受けることができます（予約制）。所定の窓口は交付通知書と
合わせてお知らせします。
　「窓口での申請」や「窓口でのオンライン申請補助サービス」
をした方で、必要書類がそろっている方は、マイナンバーカー
ドを本人限定受取郵便で郵送します。
※申請から交付までには、1か月程度かかります。

再交付
　紛失・汚破損など、本人の責により再交付を受ける場合は、
1枚につき800円（電子証明書ありの場合は1,000円）の手
数料がかかります。カードの追記欄の余白がなくなった場合
などの本人の責によらない再交付は無料です。
問  戸籍住民課マイナンバーカード交付管理係  

 ☎5984-1639

電子証明書（公的個人認証）
　マイナンバーカードのICチップ内に記録されます。コンビ
ニ交付サービスの利用、マイナポータルへのログイン、
e-Taxをはじめとする電子申請など通信回線を利用して行う
さまざまな手続きの際に必要になります。

電子証明書の種類（2種類）
　・署名用電子証明書
　　�e-Taxなどの電子申請をする際に、改ざんなどが行われ
ていないこと、本人が送信したことを証明するために使
用します。

　・利用者証明用電子証明書
　　�コンビニ交付サービス、e-Tax、マイナポータルなどの
ログインの際に、本人認証として使用します。

電子証明書の有効期限
　次のいずれか早い日が有効期限となります。
　①電子証明書発行後、5回目の誕生日
　②マイナンバーカードの有効期間満了日
　③外国人の方の在留期間満了日
※�署名用電子証明書は、①〜③のほかに、氏名・住所・性別・生年月日に
変更があると失効します。

電子証明書の発行・更新
　電子証明書の新規発行や更新を希望する方は、原則、本人
がカードを持参し、区民事務所で手続きしてください。

受付・問合せ先
　各区民事務所�⇨24・25p参照

住民票コード変更請求
　住民票に記載されている「住民票コード」を変更することが
できます。請求は原則として本人に限ります。
　本人確認できるもの（運転免許証・健康保険証など）と変更
前の住民票コードが必要です。

変更請求・問合せ先
　各区民事務所�⇨24・25p参照

マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号の初期化・再設定
　暗証番号を失念した場合や、誤入力によりロックがかかって
しまった場合は、区民事務所で初期化・再設定の手続きをする
ことができます。本人が有効なマイナンバーカードおよび別
の本人確認書類を持参し、手続きを行ってください。
※�署名用電子証明書のみ、全国のセブンイレブン、ロー
ソンに設置されたキオスク端末（マルチコピー機）で
初期化・再設定できます。スマートフォンと専用アプ
リが必要です。詳しくは、区ホームページでご案内し
ています。
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練馬区わたしの便利帳

国民健康保険

保険証
　加入者の方には一人一枚の保険証を交付します。加入の
手続きから1週間程度で世帯主の方あてに、世帯全員の保険
証を一括して郵送（簡易書留郵便）します。
　手続きと同時に保険証が必要な方は、事前にお問い合わ
せください。
問 国保年金課こくほ資格係 ☎5984-4554

高齢受給者証
　70歳から74歳までの加入者の方に交付されます。
　高齢受給者証は70歳になる誕生日の翌月（1日生まれの
方は誕生月）から対象となります。医療機関にかかる時は、保
険証と一緒に提示してください。
　なお、一部負担金の割合には、2割と3割があります。負担
割合は住民税の課税状況などにより、毎年8月1日を基準日
に見直し、新しい高齢受給者証を交付します。
問 国保年金課こくほ資格係 ☎5984-4554

国民健康保険の加入・脱退
加入対象者
　区にお住まいの方（住民登録している外国人住民の方を
含む）で、次の①〜④を除くすべての方
　①��職場の健康保険（健康保険組合・協会けんぽ・国保組合
など）加入者とその被扶養者

　②��後期高齢者医療制度加入者（75歳以上および一定の障
害のある65歳以上の方）

　③��生活保護受給者
　④��医療目的やその介助、観光・保養目的やその同行の外国
人住民の方

届出人
　原則として世帯主です。代理人（別世帯の方）の届出には
委任状が必要です。

本人確認・マイナンバー（個人番号）確認
　加入・脱退の届出の際は、次のものをお持ちください。
　①��届出人（代理人含む）の本人確認ができるもの（マイナ
ンバーカード、運転免許証など）

　②��届出が必要な方および世帯主のマイナンバー（個人番号）
確認ができるもの（マイナンバーカードなど）

　　※②はなくても手続き可能です。

加入・脱退の届出
　下表に該当するときは必要なものをお持ちの上、14日以内
に届出をしてください。加入の届出が遅れても、保険料は加
入すべき日までさかのぼって納めることになります。届出され
なかった間の医療費は、全額自己負担になる場合があります。
　脱退の届出が遅れても、届出されるまで保険料は引き続
き請求されます。届出が1年以上遅れると、保険料が減額に
ならず、払いすぎた保険料が戻らない場合がありますのでご
注意ください。そのまま受診すると、後日、区が負担した医療
費をお返しいただくことになります。

国民健康保険の手続き

こんなときには 必要なもの 届出先

国
保
に
加
入
す
る
と
き

職場の健康保険などの資
格がなくなったとき 健康保険資格喪失

証明書

国保年金課
こくほ資格係
（本庁舎3階）
および
こくほ石神井
係（石神井庁
舎2階）、また
は各区民事務
所（練馬・石神
井を除く�
⇨25p参照）

健康保険などの被扶養者
からはずれたとき

生活保護を
受けなくなったとき

保護決定通知書また
は 保護受給証明書
（廃止日が分かるもの）

子どもが生まれたとき 母子健康手帳

※�転入、転居、世帯の変更（分離・合併）など住民記録の届出をした場合、
後日保険証を郵送します。変更前の保険証はお返しください。
※国保を脱退したときは、保険証をお返しください。
問 国保年金課こくほ資格係 ☎5984-4554

こんなときには 必要なもの 届出先

国
保
を
脱
退
す
る
と
き

職場の健康保険などに加
入したとき

加入した方全員の新
しい保険証 国保年金課

こくほ資格係
（本庁舎3階）
および
こくほ石神井
係（石神井庁
舎2階）、また
は各区民事務
所（練馬・石神
井を除く�
⇨25p参照）

生活保護を受け始めたとき
保護決定通知書また
は 保護受給証明書
（開始日が分かるもの）

死亡したとき
死亡届に基づき脱
退となるため届出は
不要です。

75歳になったとき 届出は不要です。

そ
の
他

保険証を汚損・紛失したとき 汚損したときは
保険証

加入者の在留資格を短期
滞在に変更したとき パスポート・保険証

こくほ資格係
（本庁舎3階）

修学のため子どもが区外
へ転出するとき 在学証明書

児童福祉施設に入所し住
所変更したとき 在園証明書

障害者支援施設に入所し
住所変更したとき 入所証明書

老人ホームなどの介護保
険施設に入所または長期
入院のために区外へ転出
したとき

入所証明書
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葬祭費
　国民健康保険の被保険者が死亡し、葬儀を行ったときに支
給します。

【支給額】70,000円
【申請者】喪主
【申請期間】葬儀を行った日の翌日から2年間
【必要なもの】会葬礼状または葬儀の領収書など（喪主の氏
名が確認できるもの）、喪主名義の口座番号（通帳など）、保
険証（返却した場合は不要です）
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

特定疾病の認定申請
　「人工透析を実施している慢性腎不全」「血友病」「血液凝
固因子製剤の投与に起因する（血液製剤による）HIV感染症」
に該当する方は、申請によりその診療にかかる1か月の一部
負担金の自己負担限度額が1医療機関につき1万円または2
万円となる受療証を発行します。
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

窓口負担の軽減
70歳未満の方
　限度額適用認定証を医療機関に提示することで、一部負担
金が、高額療養費の自己負担限度額までの負担になります。
　限度額適用認定を受けるには申請が必要です。

70〜74歳の方
　高齢受給者証を医療機関に提示することで、一部負担金
が高額療養費の自己負担限度額までの負担になります。
　ただし、所得区分が現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方、住民税非課税Ⅰ・
Ⅱの方は、限度額適用認定証の申請が必要です。
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

療養費の支給
　次の①〜④の理由などで医療費を全額負担したときは申
請が可能です。審査・決定の上、国民健康保険の負担分を後
日支給します。
　①��旅先での急病や緊急のときなど、やむを得ない理由で
保険証を持たずに治療を受けたとき

　②��医師が治療上必要があると認め、コルセットなどの治療
用装具をつくったとき

　③��治療の経過からみて、医師がはり・きゅう・マッサージな
どの施術の必要性を認め、同意したとき

　④��海外で診療を受けたとき（治療目的で渡航した場合を除
く。申請は帰国後、窓口受付のみ）

　手続きの方法などは、こくほ給付係へお問い合わせください。
【申請期間】医療費を支払った日の翌日から2年間

問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553
出産育児一時金

　国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産時の世帯
主に支給します。妊娠85日以上の死産、流産も対象となりま
す。なお、職場の健康保険に、本人として1年以上加入してい
た方が、健康保険資格喪失後6か月以内に出産された場合は、
職場の健康保険と国民健康保険のどちらから支給を受ける
か選択することができます。
　直接支払制度や受取代理制度を利用する場合、出産育児
一時金を区から医療機関などへ直接支払うことができます。
手続きの方法などは、こくほ給付係へお問い合わせください。
　直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合、出産後
にこくほ給付係への申請となります。

【支給額】420,000円（令和4年8月1日現在）
【申請者】世帯主
【申請期間】出産日の翌日から2年間

保険給付
　病院、診療所など保険医療機関を受診するときは必ず保
険証を提示してください。保険医療機関でその医療費の一
部負担金を支払うだけで受診することができます。残りの費
用は国保から支払われます。一部負担金は次の通りです。
※�なお、医療費助成の医療証（◯乳◯子◯障証など）をお持ちの方は、都内の医
療機関で診療を受ける際に、保険証と一緒に提示すると医療証に応じ
て一部負担金が助成されます。

※1���義務教育就学前の方が対象です（6歳に達する日以後の最初の3月
31日まで）。

問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

年　齢 一部負担金（負担割合）
0〜6歳※1 2割
7〜69歳 3割

70〜74歳 2割または3割（所得に応じて負担割合が変わり
ます）※高齢受給者証の提示も必要です。

令和4年8月1日現在

入院時食事代などの減額申請
　世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合、申請に
より、入院時の食事代などが減額になる認定証を発行します。
減額は申請した月の1日から適用になります。
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

【必要なもの】保険証、母子健康手帳（出生届出済証明のある
もの）、世帯主名義の口座番号、診断書（死産・流産の場合の
み）、直接支払制度を利用しているか否かの合意文書、出産
費用の領収・明細書、海外で出産した場合は、出産した方のパ
スポートと出生証明書および訳文、出産費用の領収・明細書
および訳文、現地調査に関する同意書
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553
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練馬区わたしの便利帳

交通事故や傷害によりけがをしたとき
　事故などの治療で国民健康保険証を使用する場合は届出
が必要です。また、併せて警察への届出も必要です。
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

高額医療・高額介護合算制度
　医療費・介護保険サービスの自己負担額の合計が年間限
度額を超えた場合に、超えた額のうち医療費の利用割合に応
じた額を支給します。自己負担の限度額は世帯で計算し、年
齢・所得によって変わります。限度額や申請方法については
お問い合わせください。

【計算期間】8月〜翌年7月
【申請者】世帯主

問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

　保険料は、皆さんが病気やけがをした時の医療費などを賄
う大切な財源です。一人ひとりの保険料が国民健康保険を
支えています。
　年間保険料（4月〜翌年3月）は6月中旬〜下旬頃お知らせ
しています。詳しくはお問い合わせください。

非自発的失業者軽減制度について
　企業の倒産や解雇などにより非自発的失業者となられた
方の保険料の軽減制度を実施しています。減額の適用には
申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

対象となる方（下記の条件を全て満たす方）
　①�雇用保険受給資格者証の離職理由コードが�
11,12,21,22,23,31,32,33,34の方

�　　※「特例受給資格者」は除く
　②離職日の時点で65歳未満の方
問 国保年金課こくほ資格係 ☎5984-4554

高額療養費資金の貸付
　医療を受けた月から高額療養費が支給されるまで通常5
〜6か月かかります。その間、医療機関への支払いが困難な
場合、高額療養費をお貸ししています。
　医療を受けた月の翌月1日から受付を開始します。予約制
のため事前に連絡してください。

【貸付金額】高額療養費支給見込額の一部（100万円未満は
85％以内、100万円以上は80％以内）

【利子】無利子
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

納付方法
口座振替による納付
　国民健康保険料は、原則、口座振替での納付をお願いします。

【申し込み方法】
①口座振替依頼書の郵送による申し込み
②区内の金融機関（郵便局を含む）窓口での申し込み
③�収納課窓口（区役所内）、こくほ石神井係窓口（石神井庁舎
内）でのキャッシュカードによる申し込み
④インターネットからの申し込み
※�口座振替開始までの保険料は、納付書により納付してください。
※�口座振替依頼書が必要な場合など、詳しくは収納課へお問い合わせ
ください。

振替日
　原則として毎年6月〜翌年3月の毎月末日（末日が金融機
関休業日の場合は、翌営業日）です。
　振替日の前営業日までに入金してください。

納付書による納付
　区から郵送する納付書で、お近くの金融機関、郵便局、収
納課窓口（区役所内）、こくほ石神井係（石神井庁舎内）、各区
民事務所（練馬・石神井を除く）、コンビニエンスストアで各月
末日（末日が金融機関休業日の場合は、翌営業日）までに納
付してください。なお、領収証書は2年間保存してください。
　コンビニエンスストア（MMK端末設置店含む）、スマートフォ
ンアプリ（モバイルレジ、モバイルレジクレジット、各種電子マ
ネー）での納付は、金額が30万円以下で、表面にバーコード
が印刷されている納付書に限ります。
※�モバイルレジクレジットは、決済手数料が本人負担となります。
※ご利用可能な電子マネーは区ホームページでご確認ください。

特別徴収（公的年金からの引き落とし）による納付
　特別徴収の対象となった世帯は、国民健康保険料を年金
から引き落とします。口座振替も選択できます（納付書での
お支払いはできません）。
問 収納課こくほ収納係 ☎5984-4559

保険料の納付

保険料

高額療養費の支給
　月の1日から末日までに受けた診療の保険適用分の一部
負担金が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が支給さ
れます。ただし、保険診療以外（差額ベッド代など）は、支給の
対象になりません。
　なお、高額療養費に該当した世帯には、診療月から3〜4か
月後に支給申請書を送付しますので、それから申請してくだ
さい。

【申請者】世帯主
【申請期間】原則として診療月の翌月の1日から2年間

問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553
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納付案内
　納期限を経過しても納付が確認できない場合、電話・自動
音声・SMS（ショートメッセージ）・訪問による納付の案内を行っ
ています。

【実施時期】土・日・祝休日を含む午前9時〜午後8時
※業務の一部を委託しています。
※訪問員は、区発行の身分証を携帯しています。
※�電話などでATMからの振込を案内することはありません。� �
「振り込め詐欺」にご注意ください。
問 収納課納付相談係（納付案内センター）
 ☎5984-4547

納付相談
　病気や災害、退職や事業の廃止などの理由により期限内
の納付が困難なときは、ご相談ください。
　滞納をそのままにしておくと、滞納処分（差押え）を行うこ
とがあります。また、滞納が続くと保険証有効期限の短縮、保
険証の返還を求め被保険者資格証明書の交付、限度額適用
認定証の交付制限を受けることになります。
問 収納課納付相談係（納付案内センター）
 ☎5984-4547

特定健康診査　対象年齢は、翌年3月末時点の年齢です

　対象となる方には、受診券と案内を送付します。
40〜64歳の方
 【実施会場】協力医療機関、練馬区役所健康診査室、練馬
区医師会医療健診センター
65〜74歳の方

【実施会場】協力医療機関
問 健康推進課成人保健係 ☎5984-4669

特定保健指導
　特定健康診査の結果から、生活習慣の改善の必要がある
方には特定保健指導を行います。対象となる方には健康診
査の結果説明時に、案内をお渡しします。
問 健康推進課健康づくり係 ☎5984-4624

保険料・医療費が払えないとき
　災害や傷病など、特別な事情で一時的に保険料や医療費
の支払いが困難なときに、減額・免除する制度がありますの
でご相談ください。
問 保険料の減免 国保年金課こくほ資格係
 ☎5984-4554
問 医療費の減免 国保年金課こくほ給付係
 ☎5984-4553

特定健康診査・特定保健指導
　区の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの
方を対象に特定健康診査を行います。自己負担金は300円
（前年度の住民税が非課税の国保世帯の方は無料）です。一
般胸部エックス線検査を受診される場合は、別途自己負担金
200円（65歳以上の方は無料）がかかります。また、特定健康
診査の結果、生活習慣の改善が必要な方には特定保健指導
（自己負担金は無料）を行います。
　なお、特定健康診査・特定保健指導は、加入している健康
保険ごとに行います。区の国民健康保険以外の健康保険に
加入している方は、各保険者（健康保険組合、協会けんぽ、共
済組合など）にお問い合わせください。

国民年金

加入対象者

年金への加入

強制加入
第1号被保険者
　日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業・学生の方など

第2号被保険者
　会社員や公務員などで厚生年金や共済組合に加入してい
る方

第3号被保険者
　第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の
配偶者

任意加入
　次の方は任意加入できます。
①�海外に住んでいる日本人（20歳以上65歳未満）…在外任意加入
②60歳以上65歳未満の方…高齢任意加入
③�65歳になるまでに年金を受けるために必要な期間を満た
せなかった方（昭和40年4月1日以前に生まれた方で70歳
未満の方）…特例高齢任意加入

※�20歳以上の日本国内に住所を有する外国人住民の方も強制加入、任
意加入（②、③のみ）ともに対象となります。
※�日本国内に協力者（親族など）がいない場合の①および③の窓口は、
練馬年金事務所となります。
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保険料

保険料の免除・納付猶予
　第1号被保険者（強制加入）で保険料を納めることが困難
な方は、免除の制度があります。また、50歳未満の方を対象
とした納付猶予制度や、学生の方を対象とした学生納付特例
制度、出産される方を対象とした産前産後期間の免除制度
があります。詳しくはお問い合わせください（区民事務所では、
免除・納付猶予の手続きはできません）。
問 国保年金課国民年金係 ☎5984-4561

保険料の納付
　年金事務所から送られる納付書で、お近くの金融機関・郵
便局・コンビニエンスストアなどで納めるか、口座振替・クレジッ
トカードにより納めてください（区役所・年金事務所では、保
険料の納付はできません）。
　国民年金保険料は税の社会保険料控除の対象となります。
問 練馬年金事務所 ☎3904-5491㈹

保険料の額（月額）
定額保険料
　16,590円（令和4年度）

付加込み保険料
　16,990円（令和4年度）
　月額400円の付加保険料制度は、申し込みに応じて希望
者に適用されます。申し出月から加入でき、老齢基礎年金の
受給時に年額（200円×付加保険料納付月数）が毎年受給で
きます。
問 国保年金課国民年金係 ☎5984-4561
問 練馬年金事務所 ☎3904-5491㈹

　受給要件（⇨41p参照）を満たした方は各自で請求の手続
きをしてください。請求先や必要なものは、年金の種類によ
り異なります。年金事務所へ事前にお問い合わせください。

受給開始年齢の繰り上げ・繰り下げ
　老齢基礎年金は、希望により受給開始を60〜64歳に繰り
上げたり、66〜75（※）歳に繰り下げたりできます。繰り上げ、
繰り下げを行うと受給率が変わり、その受給率が生涯続きます。
※�令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上
げられました。� �
令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方（昭和27年4月2日
以降生まれの方）または受給権を取得した日から5年経過していない
方が対象となります。

問 練馬年金事務所 ☎3904-5491㈹

年金の受給

加入、変更などの手続き
 国保年金課国民年金係・各区民事務所（練馬を除く）で
取り扱う手続き
　本人確認とマイナンバー（個人番号）確認ができるものを
お持ちください。

問 国保年金課国民年金係 ☎5984-4561

手続きの種類 必要なもの

高齢任意加入の手続き
年金手帳または基礎年金番号通
知書・通帳・通帳の届出印他
※�国民年金係へ事前にお問い合わ
せください。

※1�扶養している配偶者がいるときには併せて届出をしてください。
※2��厚生年金に加入したときは原則として自動的に資格を喪失しますの
で手続きは必要ありません。

※�令和元年10月から、20歳になった方には日本年金機構から国民年金
に加入したお知らせが送られるようになりました（厚生年金加入者を
除く）。

国保年金課国民年金係のみで取り扱う手続き
　60歳に達しても老齢基礎年金の受給資格がない方や、受
給資格はあるが満額に近づけたい方は、65歳になるまで任
意加入できます。

手続きの内容 必要なもの

配偶者（厚生年金加
入者）の扶養からはず
れたとき

種別変更の手続き
（3号→1号）

年金手帳または基
礎年金番号通知書
扶養からはずれた
年月日の分かるもの

付加保険料を納めた
いとき・やめたいとき

付加保険料申出
（辞退）の手続き

年金手帳または基
礎年金番号通知書

厚生年金をやめたとき
（60歳前に退職したと
き）※1

加入の手続き

年金手帳または基
礎年金番号通知書
退職年月日の分か
るもの

共済組合に加入した
とき※2 喪失の手続き

年金手帳または基
礎年金番号通知書
健康保険証
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

年金の種類 （令和4年8月1日現在）

種　類 受給要件 年金額（年額）

老齢基礎年金 10年（120月）以上保険料を納めた方などが、65歳になったとき 40年間（480月）保険料を納めた場合（満額）
777,800円

障害基礎年金

①�被保険者期間中、または被保険者期間満了後基礎年金を受給す
るまでに初診日がある病気やけがによって障害の状態となり、次
の条件を満たした場合
　㋐国民年金法に定める1または2級の障害に該当していること
　㋑初診日の前日において一定の納付要件が満たされていること
②�初診日が20歳前で、傷病により重度の障害の状態にあるとき（本
人に限度額以上の所得や公的年金などを受けている場合は支
給額に制限あり）

1級障害�972,250円
2級障害�777,800円
受給権者に生計を維持されている18歳到達
年度の末日までの子、または障害のある20歳
未満の子がいる場合、加算あり
・2人目まで（1人につき）各223,800円
・3人目から（1人につき）各� 74,600円

遺族基礎年金

次のいずれかに該当する方が死亡したとき、その方と生計維持関
係にあった子のある配偶者またはその子に支給
（※）�対象となる子は「18歳到達年度の末日を迎えていない子」ま

たは「障害がある20歳未満の子」です。
①�国民年金に加入している方。ただし死亡日の前日において一定
の納付要件が満たされている必要があります
②保険料納付済期間、免除期間などを合わせて25年以上ある方

子のある配偶者が
受ける場合

1人のとき1,001,600円
2人のとき1,225,400円
3人目以降（1人につき）
74,600円を加算

子のみが
受ける場合

1人のとき777,800円
2人のとき1,001,600円
3人目以降（1人につき）
74,600円を加算

寡婦年金
夫が第1号被保険者として受給資格期間を満たした後、年金を受け
ずに死亡したとき、妻に60歳から65歳までの間支給。ただし妻は
夫に生計を維持され10年以上婚姻関係があること

夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3

死亡一時金 3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死亡したとき 120,000〜320,000円

特別障害給付金
　国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障
害基礎年金などを受給していない障害者の方についての福
祉的制度です。

 対象者
　現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方で、
初診日が①かつ②の期間にあり、障害基礎年金・障害厚生年
金・障害共済年金などを受給できない方
①�国民年金任意加入対象であった平成3年3月31日以前の
学生または昭和61年3月31日以前の厚生年金・共済組合
などの加入者の配偶者であった期間
②任意加入していなかった期間
※�65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級・2級相当の障害状態
に該当することが必要です。

支給金額（月額）
　1級52,300円・2級41,840円
※所得制限やほかの公的年金などを受けている場合には制限があります。
問 国保年金課国民年金係 ☎5984-4561

年金生活者支援給付金制度
　公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年金受給
者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるも
のです。現在、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金
を受給している方が対象となります。また、受給には手続き
が必要となります。受給要件や請求手続きについてはお問
い合わせください。
問 練馬年金事務所 ☎3904-5491㈹
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練馬区わたしの便利帳

国保年金課国民年金係�☎5984-4561
　国民年金のみの相談

練馬年金事務所�☎3904-5491㈹
　①国民年金、厚生年金保険のこと
　②保険料、納付書のこと
　③第3号該当届のこと
　④第2号・第3号被保険者期間がある方の年金請求のこと
　⑤�カラ期間を含めることで受給資格期間が10年以上とな
る方の年金請求のこと

　⑥年金記録、納付記録に関すること

日本年金機構
【年金相談に関する一般的なお問合せ】
「ねんきんダイヤル」
� ☎0570-05-1165（ナビダイヤル）
（050で始まる電話でおかけになる場合）� ☎6700-1165
【来訪相談のご予約】
「予約受付専用電話」
� ☎0570-05-4890（ナビダイヤル）
（050で始まる電話でおかけになる場合）� ☎6631-7521
【年金の加入に関する一般的なお問合せ】
国民年金加入者向け「ねんきん加入者ダイヤル」
� ☎0570-003-004（ナビダイヤル）
（050で始まる電話でおかけになる場合）� ☎6630-2525
事業所、厚生年金加入者向け「ねんきん加入者ダイヤル」
� ☎0570-007-123（ナビダイヤル）
（050で始まる電話でおかけになる場合）� ☎6837-2913
【「ねんきん定期便」「ねんきんネット」に関するお問合せ】
「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」
� ☎0570-058-555（ナビダイヤル）
（050で始まる電話でおかけになる場合）� ☎6700-1144

特別区民税・都民税（住民税）
　区や都の行政サービスに必要な経費を住民の方々が広く
負担するものです。特別区民税と都民税は、区で合わせて課
税・徴収します。
　税額は、所得金額に応じて課税される所得割額と、所得金
額にかかわらず定額で課税される均等割額（※）との合計額
です。
※�防災・減災事業の財源を確保するため、平成26年度〜令和5年度の間
に限り、均等割が1,000円引き上げられます。引き上げ後の均等割は、
5,000円です。

課税される方
　①�1月1日に練馬区に住んでいて、前年中に条例で定めた
一定額以上の所得があった方

�　※1月2日以降に練馬区外に転出しても練馬区で課税されます。
　②�1月1日に練馬区外に住んでいて、練馬区内に事務所、
事業所などがある方（練馬区では均等割のみ課税）

申告書の提出
　前記①②に該当する場合は、「特別区民税・都民税申告書」
を区役所に提出してください。

課 税

年金の相談 税 金

相談や問合せ
区税

特別区民税・都民税（住民税）、軽自動車税種別割
問 区役所税務課、収納課 ☎3993-1111㈹

都税
固定資産税、不動産取得税など

問 練馬都税事務所（豊玉北6-13-10） ☎3993-2261
法人事業税・法人都民税、個人事業税

問 豊島都税事務所（豊島区西池袋1-17-1） ☎3981-1211
事業所税

問 新宿都税事務所（新宿区西新宿7-5-8） ☎3369-7151
自動車税種別割・自動車税環境性能割

問  東京都自動車税コールセンター ☎3525-4066

国税（所得税、消費税、相続税、贈与税など）
問 練馬東税務署（栄町23-7） ☎6371-2332
管轄区域…下記練馬西税務署の管轄区域以外の地域

問 練馬西税務署（東大泉7-31-35） ☎3867-9711
管轄区域…石神井町、石神井台、上石神井、上石神井南町、
下石神井、立野町、関町東、関町南、関町北、東大泉、西大泉、
西大泉町、南大泉、大泉町、大泉学園町

石神井公園駅

練馬年金事務所

石神井
幼稚園

石神井幼稚園入口

石神井
四局

米店

光和
小学校

石神井公園
ピアレス

貸自転車

石神井庁舎

大泉街道

富士街
道

西口 北口

南口

至大泉学園 西武池袋線

至大泉学園

至池袋

至目白
通り

至谷原交差点

電車：石神井公園駅北口下車徒歩15分
バス：石神井公園駅北口から成増駅南口行または石神井循環（下屋敷経

由）で「石神井幼稚園入口」下車徒歩3分／大泉学園駅北口から新
江古田駅前行または練馬駅行で「石神井幼稚園入口」下車徒歩3分
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

軽自動車税種別割
　4月1日に軽自動車やバイク、小型特殊自動車などを所有
している方に1年分の税額が課税されます。

バイク・軽自動車などの手続き（申告）�⇨90p参照
問 税務課税証明・軽自動車税担当 ☎5984-4536

特別区たばこ税
　たばこの製造業者などが区内の小売店にたばこを売り渡
した際に課税されます。
　製造業者などが区に納めますが、小売価格に税金が含ま
れているので、実質的にはたばこの消費者が負担しています。
　区内の小売店の売り上げが多くなれば、区の税収も増え
ますので、たばこは区内で買いましょう。
問 税務課区税事務係 ☎5984-1694

入湯税
　区内の鉱泉浴場に入湯すると、1人1日あたり150円が入
湯料金に合わせて徴収されます。鉱泉浴場の経営者が区に
納めます。

特別区民税・都民税（住民税）、  
軽自動車税種別割の減免
特別区民税・都民税（住民税）
　①生活保護法による扶助を受けることになったとき
　②�失業などで著しく生活に困窮し、当分の間この状況の回
復の見込みがないとき（生活保護基準を下回る程度ま
で生活に困窮されている方）

　③�災害などにより自己が居住する住宅および家財に甚大
な被害を受けたとき

　詳しくはお問い合わせください。
問 税務課区税第一～第四係 ☎5984-4537

軽自動車税種別割
　①生活保護法による生活扶助を受けることになったとき
　②�災害により自己が居住する住宅に甚大な被害を受けたとき
　③�心身に一定の障害のある方（または同一生計者など）が
軽自動車などを所有し、一定の条件で運転している場合
（普通自動車を含め1台に限る）

　④�車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸
送車」または「入浴車」などである場合

　上記①〜④に該当する場合は、納期限（5月末）までに減免
の申請をしてください。申請書は、ホームページからもダウ
ンロードできます。詳しくは、お問い合わせください。
問 税務課税証明・軽自動車税担当 ☎5984-4536

納 税
特別区民税・都民税（住民税）、  
軽自動車税種別割の納付
納期（各月末日。土・日・祝休日の場合は翌平日となります）
　軽自動車税種別割�����������������������������������������������������������5月
　特別区民税・都民税（普通徴収分）第1期������������������������6月
　特別区民税・都民税（普通徴収分）第2期������������������������8月
　特別区民税・都民税（普通徴収分）第3期��������������������� 10月
　特別区民税・都民税（普通徴収分）第4期����������������翌年1月

延滞金
　納期限までに納付のない場合は、延滞金が加算されます。

窓口での納付
　特別区民税・都民税（普通徴収分）は6月、軽自動車税種別
割は5月に、納税通知書と納付書をお送りします。納付書を
持参して、次の窓口でお納めください。
　①銀行、信用金庫など（特別区公金収納取扱店）
　②ゆうちょ銀行、郵便局
　③�区役所本庁舎4階収納課、石神井・早宮・光が丘・大泉・関
区民事務所（納付書がない場合も納められます）

　④�納付書裏面に記載のあるコンビニエンスストア（バーコー
ドが印刷されている納付書に限ります）

スマートフォンによる納付
　金額が30万円以下で、バーコードが印刷されている納付
書は、スマートフォンのアプリを利用して納付することができ
ます。以下のいずれかの方法をご利用ください。
　①モバイルレジでの納付
　　�インターネットバンキングやクレジットカードを利用して
納付できます。なお、クレジットカードの場合、決済手数
料は本人負担となります。

　②各種電子マネーでの納付
※�各種アプリやクレジットカード会社の利用規約の内容を確認の上、ご
利用ください。
※ご利用可能な電子マネーは区ホームページでご確認ください。

ペイジーによる納付
　「ペイジーマーク」が入った納付書は、パソコンやスマートフォ
ン、金融機関のATMなどからペイジーで納付できます。以
下のいずれかの方法をご利用ください。
　①インターネットバンキングでの納付
　　�パソコンなどからインターネットバンキング用のページ
にログインして、「税金・料金払込」などのメニューをご利
用ください。

　②ATMでの納付
　　�金融機関に設置されているペイジーマークの付いた
ATMの「税金・料金払込」などのメニューをご利用くだ
さい。

※�スマートフォンやペイジーによる納付について詳しくは、区ホームペー
ジをご覧になるか、担当係までお問い合わせください。

問 収納課個人収納係 ☎5984-4542

※ただし、①のうち、次の場合は提出不要です。
　（ア）税務署に所得税の確定申告書を提出した場合
　（イ）�前年中の所得が給与や年金だけで、勤務先や年金支払者から区

に支払報告書が提出されており、医療費控除など控除内容に変更・
追加のない場合

※�非課税の場合でも、所得金額の記載のある非課税証明書の交付や国
民健康保険などの保険料の軽減などを受けるためには、住民税の申
告が必要です。

問 税務課区税第一～第四係 ☎5984-4537

　ただし、①12歳未満の方、②共同浴場・一般公衆浴場、③
料金が1,200円以下の場合は入湯税は課税されません。
問 税務課区税事務係 ☎5984-1694
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練馬区わたしの便利帳

必要なもの 本人の申請 代理人の申請
来庁者の本人確認ができるも
の（運転免許証、マイナンバー
カード、在留カードなど官公署
発行の写真付証明書は1点で
可。健康保険証、介護保険証、
年金手帳など写真のないもの
は2点の提示）

◎ ◎

委任状※（委任する方ご本人が
自署して窓口に来る方に原本
を渡してください）

◎

※「委任状の見本」は�⇨33p参照

取扱窓口
　・�税務課税証明・軽自動車税担当（本庁舎4階）
　・�各区民事務所�⇨24・25p参照
　・�区内11か所の郵便局� �
（取扱時間：平日の午前9時〜午後4時）

※�郵便局では、区に住民登録がある本人および住民票上同一世帯の親
族の方への交付が可能です。
※郵便局では次の受付はできません。
　①区外へ転出された方による申請
　②委任状や第三者による申請
　③交付手数料の免除

時間外の取扱窓口
※時間外窓口サービス�⇨26p参照
※予約が必要な窓口では委任状による申請はできません。

窓　口 住　所 窓　口 住　所

練馬桜台二 桜台
2-17-13 練馬北町 北町

1-32-5

練馬貫井 貫井
5-10-4 練馬高野台駅前 高野台

1-7-3

練馬春日南 春日町
1-12-3 練馬関一 関町南

1-6-1

練馬土支田 土支田
2-29-16 練馬南大泉五 南大泉

5-21-24

練馬旭町 旭町
2-43-11 大泉 大泉学園町

4-20-23

練馬田柄二 田柄
2-19-36

特別区民税・都民税（住民税）の証明書
　証明の対象年度の基準日（1月1日）に住所のある区市町
村が交付します。

証明書の種類
　課税証明書、非課税証明書、納税証明書（申請日5年前の
年度から最新年度分まで）
※�区役所に住民税の申告をしてから証明書が交付できるまで、日数がか
かります。詳しくは、税務課へお問い合わせください。
※�納税証明書は、納めた金額が証明書へ記載されるまで、2週間程度か
かります。直ちに納めた金額の証明書が必要な場合は、税務課へお問
い合わせください。

手数料
　1通�300円� �
　（コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機・
各区民事務所に設置されている証明書発行機で取得する場
合は200円�⇨34p参照）

税の証明

納付相談
　病気や災害、退職や事業の廃止などの理由により期限内
の納付が困難なときは、ご相談ください。
　滞納をそのままにしておくと、延滞金が加算されます。また、
滞納処分（差押え）を行うことがあります。
問 収納課納付相談係（納付案内センター）
 ☎5984-4547

証明の対象となる方
　①税務署または練馬区に税の申告をしている方
　②�給与から住民税が差し引かれている方（勤務先から練馬
区に「給与支払報告書」の提出がある方）

　③�日本年金機構などから練馬区に公的年金などの支払報
告がされている方

　④上記①〜③の親族で、税法上扶養されている方
※�④の方は、住民税の申告をしていない場合、証明書には所得金額が記
載できません。勤務先での扶養認定などのため、所得金額の記載の
ある証明書が必要な方は、所得額が0円の場合でも、住民税の申告を
行ってください。

申請に必要なもの

口座振替による納付
　特別区民税・都民税（普通徴収分）は、口座振替で納付でき
ます。

【申し込み方法】
①区内の金融機関（郵便局を含む）窓口での申し込み
②専用はがき（口座振替依頼書）の郵送による申し込み
③収納課窓口（区役所内）でのキャッシュカードによる申し込み
④インターネットからの申し込み
※専用はがきが必要な場合など、詳しくは収納課へお問い合わせください。

問 収納課個人収納係 ☎5984-4542

納付案内
　納期限を経過しても納付が確認できない場合、電話・自動
音声・SMS（ショートメッセージ）・訪問による納付の案内を行っ
ています。

【実施時期】土・日・祝休日を含む午前9時〜午後8時
※業務の一部を委託しています。
※訪問員は、区発行の身分証を携帯しています。
※�電話などでATMからの振込を案内することはありません。� �
「振り込め詐欺」にご注意ください。
問 収納課納付相談係（納付案内センター）
 ☎5984-4547
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

軽自動車税種別割の納税証明書
手数料
　1通300円、ただし車検用は無料です。

納税証明書にかわるもの
　軽自動車の車検の際は、納税通知書に付いている軽自動
車税種別割納税証明書（継続検査用）も納税証明書としてご
利用できます。なお、「滞納」の表記のあるものは納税証明に
は使えません。

取扱窓口
　・�税務課税証明・軽自動車税担当（本庁舎4階）
　・�早宮、光が丘、石神井、大泉、関区民事務所（⇨24・25p
参照）

※時間外窓口サービス�⇨26p参照
※郵送での申請についてはお問い合わせください。

申請に必要なもの
　来庁者の本人確認ができるもの⇨前ページ表「申請に必
要なもの」を参照
※�代理人の場合は、委任状（⇨33p参照）または車検証（写し可）も必要
です。

問 税務課税証明・軽自動車税担当 ☎5984-4536

都税・国税の証明書
　都税・国税の証明書は下記にお問い合わせください。

都税（固定資産税・法人事業税・個人事業税など）
　・�練馬都税事務所（他の都税事務所でも発行可）� �

☎3993-2261
国税（所得税・消費税・相続税・贈与税など）
　・�練馬東税務署  ☎6371-2332
　・�練馬西税務署 �☎3867-9711

郵送で申請するとき
　下記の4点をお送りください。なお、郵送申請は本人申請
のみ受け付けます。
　①次の事項を便せんなどに記載したもの
　　・�証明書の種類（課税・非課税・納税の別）と必要通数
　　・�必要な年度�
　　※その年度の前年中の所得金額が記載されます。
　　・�証明対象年度の基準日（1月1日）の練馬区での住所� �

（例：令和4年度の場合は令和4年1月1日の練馬区で
の住所）

　　・�氏名・フリガナ・生年月日
　　・�現在の住民登録地の住所と昼間の連絡先電話番号
　　・�使用目的（例：医療費助成の申請のため）
　②��手数料（1通300円・郵便局で定額小為替を購入してく

ださい）
　③��切手を貼った返信用封筒（あて先は現在の住民登録地の住所）
　④��前ページ表「申請に必要なもの」に記載された「来庁者
の本人確認ができるもの」のうち、現住所の記載がある
ものの写し

※�健康保険証と後期高齢者医療被保険者証は、記号・番号（または被保
険者番号）を見えないように消してください。

コンビニエンスストア・証明書発行機で取得するとき
　全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチ
コピー機と各区民事務所に設置されている証明書発行機で
取得できます。
【取得できる住民税の証明書】
①��課税（非課税）証明書（申請日の5年前の年度分以降のもの）
②��納税証明書（申請日の5年前の年度分以降のもの）

　※�利用にはマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号
（4桁の数字）の入力が必要です。⇨34p参照

問 税務課税証明・軽自動車税担当 ☎5984-4536
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練馬区わたしの便利帳

出産、子ども、教育

母子健康手帳
　妊娠・子育て相談員がいる各保健相談所、健康推進課母子
保健係（東庁舎6階）などでお渡ししています。産婦人科で妊
娠確認の上、上記窓口にて妊娠届をご記入ください。その場
でお渡しします。

一緒にお渡しするもの
　・�出産・育児に関する情報誌「ねりま子育て応援ハンドブック」
　・�妊婦健康診査受診票などが入った「母と子の保健バッグ」
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照
問 健康推進課母子保健係 ☎5984-4621

妊産婦の健診・相談
妊婦の健康診査
　区が契約した都内の医療機関および埼玉県の一部医療機
関で、妊娠中に14回の健康診査、1回の超音波検査および1
回の子宮頸がん検診の助成が受けられます。妊婦健康診査
受診票などを提出すると、健診費用の一部が助成されます。
問 健康推進課母子保健係 ☎5984-4621

妊産婦歯科健診
　練馬区歯科医師会加入の協力歯科医療機関で、妊娠中から
産後1年未満の間に1回の歯科健診が無料で受けられます。
詳しくは母子健康手帳と一緒にお渡しする案内をご覧ください。
問 健康推進課母子保健係 ☎5984-4621

周産期セミオープンシステム
　妊婦さんの負担を軽減し、安心してお産ができるよう、身
近な診療所で妊婦健診を受け、練馬光が丘病院で分娩を行
うことができるシステムです。
問 練馬光が丘病院 ☎3979-3611

赤ちゃん準備教室・育児に関する講習会など
赤ちゃん準備教室沐浴体験コース
　妊婦さん、パートナーまたは家族を対象に、沐浴実習、産
後の生活の話、子育てサービスの紹介などについて学習しま
す。どの保健相談所でも受講できます。予約制です。詳しくは、
区ホームページをご覧ください。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照

育児に関する講習会
　乳幼児の保護者を対象に、歯や口の健康、子育てに関する
講習会を行っています。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照

出産・育児

出産前出産後の支援
産後ケア事業
　助産師のいる施設で母子ショートステイ（宿泊）や母子デイ
ケア（日帰り）、助産師がご自宅を訪問する産後ケア訪問を受
けることができます。生後1歳未満（ショートステイは概ね4
か月まで）の赤ちゃんとお母さんで、産後に育児を手伝ってく
れる人がいない方や育児に不安が大きい方が対象です。管
轄の保健相談所で事前にお申し込みが必要です。利用にあ
たっては、自己負担金がかかります。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照

育児支援ヘルパー
　産前産後の体調不良などにより、家事支援を必要とするご
家庭に、日常的な掃除・洗濯・食事の支度などをお手伝いする
ヘルパーを派遣します。低体重児、多胎妊産婦などの場合は
利用限度時間や利用料金が変わります。

【利用期間】妊娠中〜お子さんが2歳になった月の末日
【利用日時】月〜金曜（平日）午前9時〜午後5時
【利用限度時間】原則36時間
【利用料金】1時間1,000円（生活保護受給世帯、住民税非課
税世帯などは減免規定あり）
問 子ども家庭支援センター育児支援係 ☎5984-5673

子育てスタート応援券
　出生・転入された2歳未満のお子さんがいるご家庭にお送
りしています（1歳以上で転入された場合は交付申請が必要
です）。育児支援ヘルパー事業、助産師や産科医療機関によ
る相談・ケアなどや、子育て支援講座、ファミリーサポート事業、
乳幼児一時預かり事業、民設子育てのひろば一時預かり事業
にご利用いただけます。
問 子ども家庭支援センター育児支援係 ☎5984-5673

ブックスタート事業（絵本の配布など）
　絵本を通して、赤ちゃんとふれあう時間を過ごしてもらう
ため、対象となる乳児の保護者に絵本をお渡しします。4か月
児健診時に保健相談所で配布された引換券と母子健康手帳
を持って赤ちゃんと一緒に区立図書館へお越しください。
問 光が丘図書館 ☎5383-6500

ねりますくすくアプリ ⇨186p参照

産後相談
　お子さんの4か月児健診のときに、母親の産後の健康相談
を行っています。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照
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妊娠・出産に関わる医療費助成など
特定不妊治療費助成
　東京都の特定不妊治療費助成事業（体外受精、顕微授精、
精巣内精子生検採取法などによる手術が対象）の認定を受
けた方で、区の助成要件に該当する方に治療費の一部を助
成します。詳しくはお問い合わせください。
※�不妊治療の保険適用開始により、令和4年4月1日以降に開始した治
療は、原則対象外です。

問 健康推進課母子保健係 ☎5984-4621

保健指導票の交付
　生活保護受給世帯・住民税非課税世帯の妊産婦や乳幼児が
診察・検査などの保健指導を指定医療機関で受ける場合、費
用が公費負担されます（事前に保健相談所にご相談ください）。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照

妊産婦のための医療費助成
　妊娠高血圧症候群、糖尿病などの症状で入院治療が必要
な妊産婦で、次の①または②に該当する方が対象です。
　①前年の所得税額が30,000円以下の世帯に属する方
　②入院見込み期間が26日以上の方
　詳しくはお問い合わせください。
問 健康推進課母子保健係 ☎5984-4621

新生児聴覚検査
　区が契約した都内の医療機関および埼玉県の一部医療機
関で、生後50日以内に受診した新生児聴覚検査（初回検査）
費用の助成が受けられます。妊婦健康診査受診票と一緒に
お渡しする新生児聴覚検査受診票を提出すると、検査費用の
一部が助成されます。
問 健康推進課母子保健係 ☎5984-4621

各種助成制度

　生後4か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、育児や産後
の相談を行っています。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照

こんにちは赤ちゃん訪問

子どもの健康

保健相談所の健康相談
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照
育児栄養歯科相談
　乳児の身体測定、育児や食生活・歯科などの相談を行って
います（予約制）。
赤ちゃんからの飲む食べる相談
　0歳から3歳までの子どもがいる家庭の食事について、管
理栄養士に相談ができます（予約制）。
1歳児子育て相談・1歳からの食事講習会
　おおむね10か月から1歳4か月のお子さんを対象に歯み
がき相談、育児相談などを行っています。同時に1歳からの
食事講習会を行っています。
　1歳児子育て相談の日程は、「ねりま区報」、区ホームペー
ジにてご案内します（予約制）。
2歳児子育て相談
　2歳のお誕生月に育児・食事・歯みがき相談などを行ってい
ます。同時に歯科健康診査も行っています。該当のお子さん
には通知を送付します。

乳幼児の健康診査
健康診査
　4か月、6・9か月、1歳6か月、3歳のお子さんを対象として、
健康診査を行っています。該当のお子さんには通知を送付し
ます。
歯科健康診査
　1歳6か月、2歳、2歳6か月、3歳のお子さんを対象として、
保健相談所で歯科健康診査を行っています。
　1歳6か月、2歳、3歳のお子さんには通知を送付します。2
歳6か月児歯科健診日程は、「ねりま区報」、区ホームページ
にてご案内します（予約制）。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照

子どもの予防接種
　対象年齢の方に予診票を送付します。予防接種協力医療
機関で接種を受けてください。
　転入などで練馬区の予診票をお持ちでない方はご連絡く
ださい。

定期予防接種の種類
　BCG（結核）、B型肝炎、ロタウイルス、Hib（ヒブ）、小児用
肺炎球菌、DPT-IPV（4種混合）、DPT（3種混合）、不活化ポリ
オ、MR（麻しん風しん混合）、水痘（みずぼうそう）、日本脳炎、
DT（2種混合）、子宮頸がん（HPV感染症）

費用助成を行っている任意予防接種の種類
　おたふくかぜ、MR（麻しん風しん混合）
　助成内容および対象者についてはお問い合わせください。
問 保健予防課予防係 ☎5984-2484

出生記念苗木の配布
　お子さんが生まれた記念に苗木を無料で配布します（年2
回）。希望する場合は、「子育てスタート応援券」の封書に同
封の申し込みハガキでお申し込みください（子育てスタート
応援券は�⇨46p参照）。
問 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

認証保育所
　東京都が独自の基準を満たす施設を認証し、区が運営を
助成している民間保育施設です。
　利用の相談・申し込みは、各施設に直接お問い合わせくだ
さい。
問 各認証保育所 ⇨138p参照

認可保育園
　保護者が仕事、病気、介護などのため、家庭では十分な保
育を受けることのできない0歳（生まれた日を含めて58日目
以降）〜就学前の児童を保育します。欠員に応じて必要性の
高い方から利用できます。認可保育園保育料の納付につい
ては、保育認定係にお問い合わせください。
問 保育園一覧 ⇨135・136p参照
問 保育課入園相談係 ☎5984-5848
問 保育課保育認定係 ☎5984-1479

保育園など

子ども家庭支援センター
　子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じ、相談内容に応
じた専門機関やサービスの紹介などを行っています。

内容
　・�子どもと家庭の総合相談
　・�児童虐待に関する通告・相談
　・� ファミリーサポート事業、多胎児ファミサポ利用券交付
事業、育児支援ヘルパー事業、乳幼児一時預かり事業、
子どもショートステイ・トワイライトステイ事業、子育て
スタート応援券交付事業、子育て支援啓発講座など

問 各子ども家庭支援センター ⇨135p参照

児童手当など
　お子さんを養育している方で、各手当の支給対象の要件
に該当する場合に支給されます。詳しくは56pの表をご覧く
ださい。
問 子育て支援課児童手当係 ☎5984-5824

第3子誕生祝金
　第3子以降の児童が出生し、次の①〜③をすべて満たす保
護者の方に祝金（対象児童1人につき10万円）を支給します。
※�令和3年3月31日以前に出生した児童は、1人につき20万円を支給し
ます。
　①��新たに出生した児童を含め3人以上の児童（18歳になっ
た最初の3月31日まで）を養育している

　②��新たに出生した児童の出生日の1年以上前から区内に
住民登録をしている

�　　※��1年未満の場合は、区に転入した日から1年以上経過すれば申請
できます。

　③��祝金を受給した後1年以上、児童と区内に居住する意思
がある

問 子育て支援課児童手当係 ☎5984-5824

子ども医療費の助成（◯乳・◯子 医療証）
　中学校3年生までのお子さんの医療費（健康保険の自己
負担額・入院時食事療養費標準負担額）を助成します。
　出生届、転入届により対象となったお子さんの保護者の方
に申請書をお送りします。
問 子育て支援課児童手当係 ☎5984-5824

ひとり親家庭等医療費助成（◯親 医療証）�⇨83p参照
小児慢性特定疾病医療費助成（都制度）
　小児慢性特定疾病にかかっている児童などについて、医療
費の自己負担分の一部を助成します。

子どもの医療費助成

出産育児一時金
　出産した方が出産日に加入している国民健康保険や健康
保険組合などから支給されます。詳しくは加入する健康保険
組合などにお問い合わせください。
　国民健康保険の方�⇨37p参照

里帰り出産等妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の助成
　受診票を使用できない助産所や都外医療機関などで、妊
婦健康診査・新生児聴覚検査を受けた方に、費用の一部を公
費負担額の範囲内で助成します。詳しくは母子健康手帳と一
緒にお渡しする案内をご覧ください。
問 健康推進課母子保健係 ☎5984-4621

出産費用（入院助産）の助成
　出産費用にお困りで、指定助産施設で出産する方に、入院
費用の全部または一部を助成します。所得制限などがある
ほか、出産前の申請が必要です。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
問 管轄の総合福祉事務所相談係 ⇨28・149p参照

未熟児のための養育医療費給付
　各種健康保険の自己負担額を給付します。出生時の体重が
2,000g以下、または生活力が特に弱く、医師が入院養育を必
要と認め、指定医療機関に入院している未熟児が対象です。
問 健康推進課母子保健係 ☎5984-4621

自立支援医療費助成（育成医療）
　満18歳未満で、身体に機能障害があり、手術などにより確
実な治療効果が期待できる方の医療費の一部を助成します。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照
問 保健予防課予防係 ☎5984-2484

小児精神障害者入院医療費助成
　小児精神病（入院）への医療費を助成します。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照
問 保健予防課精神保健係 ☎5984-4764
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

家庭的保育事業（保育ママ）
　保育士などの資格のある家庭的保育者が、家庭的な雰囲
気の自宅などで、生まれた日を含めて58日目〜利用年度の
4月1日現在3歳未満の児童を、家庭的保育者1人につき3人
まで（家庭的保育補助者とともに保育する場合は5人まで）保
育します。
問 各家庭的保育者 ⇨139p参照
問 保育課入園相談係 ☎5984-5848

事業所内保育事業
　事業所が主体となってその事業所の従業員のお子さんを
対象に開設した施設で、地域で保育が必要な、生まれた日を
含めて58日目〜利用年度の4月1日現在3歳未満（施設によっ
て異なります）の児童も一緒に保育します。
問 各事業所内保育事業 ⇨139p参照
問 保育課入園相談係 ☎5984-5848

小規模保育事業
　定員6〜19人の小規模な保育施設で、生まれた日を含め
て58日目〜利用年度の4月1日現在3歳未満の児童を保育し
ます（施設によって異なります）。小規模保育事業には、認可
基準などが異なるA型・B型・C型があります。
問 各小規模保育事業 ⇨138・139p参照
問 保育課入園相談係 ☎5984-5848

認定こども園
　幼稚園と保育園の機能を持った施設で、私立幼稚園3園が
認定されています。
問 各認定こども園（私立幼稚園一覧の「☆」印の園） ⇨141p参照

居宅訪問型保育事業
　お子さんの自宅に居宅訪問型保育者を派遣し、1対1の保
育を提供します。
　生まれた日を含めて58日目〜就学前の児童を対象とした
一般児向けと、障害や疾病などにより医療的ケアが必要で、
集団保育が著しく困難であるお子さんを対象とした障害児
向けの事業があります。
問 各居宅訪問型保育事業 ⇨139p参照
問 保育課地域型保育事業係 ☎5984-5845

練馬こども園
　区独自の制度として、通年（夏・冬・春休みも含む）で一日9
時間から11時間保育を実施する私立幼稚園（認定こども園
を含む）を「練馬こども園」として認定しています。また、0〜2
歳児を対象とした預かり保育を実施する園もあります。子ど
もの教育や保育について、保護者の選択の幅が広がり、共働
き家庭などからも利用されています。
問 各練馬こども園（私立幼稚園一覧の「★♥」印の園） ⇨141p参照
問 こども施策企画課こども施策担当係 ☎5984-1522

ファミリーサポート（育児支えあい）事業
　区が実施する講習を修了した有償ボランティア（援助会員）
が、お子さんを1対1でお預かりします。利用するには利用会
員登録が必要です。

対象
　生後58日〜小学6年生の児童

利用料金
　平日…1時間800円
　土・日・祝休日、年末年始…1時間900円

利用時間
　午前7時〜午後8時
問 練馬区ファミリーサポートセンター ☎3993-4100

一時的に保育が必要なとき

保活支援サービス（LINE）
　いつでも・どこでもスマートフォンで「保活」（ここでは、子ど
もを保育園に入園させるための活動をいい
ます。）ができます。主なサービスは、保育園
の検索、保育指数のシミュレーション、チャッ
トボットによる保育に関する問合せへの自動
応答、子育てに関する情報配信です。 ▲こちらから

「友だち」追加

無償化および保育料補助
対象
　0〜2歳児の非課税世帯、3歳児以上の全世帯については、
保育の必要性の認定を受けた場合無償化の対象となります。
　また、練馬区に住所を有し、認証保育所（区内・区外を問い
ません）と月160時間以上利用する月ぎめ契約を行っている
児童の保護者の方に、補助金を交付します。途中契約の月は
対象外（毎月1日現在在籍が交付要件）となります。詳細は区
ホームページでもご確認いただけます。

補助上限額（月額）
　0〜2歳児、非課税世帯
　　…無償化42,000円＋保育料補助金25,000円
　0〜2歳児、課税世帯
　　…保育料補助金40,000〜67,000円（多子区分による）
　3歳以上児、全世帯
　　…無償化37,000円＋保育料補助金20,000円
※各年齢は毎年4月1日現在の満年齢です。

 申請先
　原則、施設を通して保育課保育サービス推進係へ申請して
ください。
問 保育課保育サービス推進係 ☎5984-1622
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練馬区わたしの便利帳

病児・病後児保育
　保育園などに通うお子さんを、病気の回復期で集団保育
の難しい期間や、病気の回復期には至らないが、当面急変の
恐れのない期間に一時的に保育します。利用するには、施設
への事前の登録が必要です。

実施施設
　・�こどもデイケアプリムラ  
関町北1-22-10� ☎3928-5032

　・�ソラスト中村橋保育園病児・病後児保育室� �
向山1-13-2� ☎5241-5110

　・�練馬区医師会病児保育センターぱるむ光が丘� �
光が丘5-6-1-101� ☎3977-9400

　・�練馬区医師会病児保育センターぱるむ大泉  
東大泉1-20-32� ☎5947-5233

　・�ナーサリールームベリーベアー練馬  
練馬1-17-1�ココネリ4階� ☎5946-6714

　・�順天堂大学練馬病院 病児・病後児保育室 みつばち ねりま  
高野台1-8-15� ☎080-2674-4636（直通）

� ☎5923-3111（代表）
　・�アイル平和台病児保育室  
春日町2-14-45� ☎5848-2916

　・�病児保育室ペンギンルーム  
氷川台3-40-6� ☎5946-6590

病気の回復期とは
　・�診断が確定し急性期を経過した時以降
　・�伝染性の病気では感染期を経過した時以降
　・�外傷では症状が固定した時以降

対象
　保育園などに通園する区内在住のお子さん、区内保育園な
どに通園するお子さんで、生後6か月〜10歳未満の児童

 費用
　【登録料】1施設あたり1,000円
　【保育料】1日あたり2,000円（食事代は別料金）
※�世帯の課税状況などにより減額、免除申請ができます。

問 各施設へ

短期特例保育
　普段、家庭で保育されている区内在住のお子さんが、保護
者の出産、入院、家族の疾病などの理由により、一時的に保
育を必要とする場合に、保育員または定員に欠員のある一部
の保育施設で一時的に保育する制度です。利用は原則とし
て1か月（出産は3週間）以内です。

保育料（1日）
　午前8時30分〜午後5時までの間の8時間　1,000円
※区立保育園の場合は1,300円
※世帯の課税状況などにより免除申請ができます。

問 保育課保育サービス推進係 ☎5984-1622

一時預かり
　保護者の育児疲れ解消、急病や出産などさまざまな理由
で一時的にお子さんを預けたいときに、保育園の専用保育
室などでお預かりします。

 対象
　区内在住の生まれた日を含めて58日目（園により異なる）
〜小学校就学前の集団保育が可能なお子さんです。また、認
可保育園などに通園しているお子さんはご利用できません。

 保育時間および費用
　各実施保育園にお問い合わせください。

申し込み
　利用には保育園ごとに事前の登録が必要です。利用希望
日の前日までに直接実施保育園に申し込んでください。
※�登録時には、健康診断書の提出が必要な場合があります。（健康診断
書の費用は自己負担になります）
　実施保育園一覧�⇨135〜138p参照
問 各実施保育園へ

多胎児ファミサポ利用券を交付
対象
　2歳児未満の多胎児がいる世帯

利用券の交付
　ファミリーサポート事業利用登録後、利用券を発送

利用料金
　�多胎児が同時に利用する場合に、1人分の料金で利用可
問 子ども家庭支援センター育児支援係 ☎5984-5673

乳幼児一時預かり事業

施設名 利用日 利用時間

練馬ぴよぴよ
（一時預かり室）

日〜土曜

午前9時〜正午
正午〜午後3時
午後3時〜午後6時

光が丘ぴよぴよ
（一時預かり室）

午前10時〜午後1時
午後1時〜午後4時

貫井ぴよぴよ

大泉ぴよぴよ
日・水曜

関ぴよぴよ

　保護者のリフレッシュのためなど、理由を問わずお子さん
をお預かりします。ご利用は事前に施設で面談・登録（要予約）
をしていただいた上で、利用希望日の前日午後3時までにお
申し込みください（当日受付も実施しています）。

対象
　生後6か月〜就学前の児童

利用料金
　3時間（1単位）あたり
　0歳2,000円、1歳以上1,500円

実施施設・利用日・時間

問 各子育てのひろば「ぴよぴよ」 ⇨135p参照
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子どもショートステイ（短期入所）
　保護者の疾病、出産による入院や就労などにより、ご家庭で
養育することが困難な時にお子さんを宿泊でお預かりします。
ご利用にあたっては、事前に面談・登録（要予約）が必要です。
　なお、保育園などへの送迎サービス（有料）の利用もでき
ます（乳児院を除く）。
　また、乳児院では宿泊を伴わない日帰り利用もできます。

実施施設（対象年齢）
　聖オディリアホーム乳児院（生後2か月〜2歳未満）
　陽だまり荘（2歳〜小学6年生）
　東京都石神井学園（2歳〜18歳未満）
　登録家庭（2歳〜小学6年生）

受入時間
　�午前8時〜午後8時� �
（乳児院は午前9時〜午後6時）� �
（登録家庭は午前9時〜午後5時）
利用料金
　�1泊2日6,000円（以後1日3,000円加算）� �
（乳児院は1泊2,500円、日帰り1回1,500円）
減免措置
　住民税非課税世帯、生活保護受給世帯および多胎児世帯
は減免措置があります。
問  聖オディリアホーム乳児院 中野区上鷺宮5-28-28  

 ☎5971-8071
問  陽だまり荘 豊玉南3-32-35  

 ☎3991-7893
問  東京都石神井学園 石神井台3-35-23  

 ☎3996-4191
　聖オディリアホーム乳児院・登録家庭のご利用については
子ども家庭支援センターへお問い合わせください。
 ☎5984-5673

子どもトワイライトステイ（夜間一時保育）
　保護者が残業の時などに、お子さんを午後10時までお預
かりします。施設と保育園などの間の送迎サービス（有料）の
利用もできます。利用に当たっては事前の登録が必要です。

対象
　2歳〜小学6年生（東京都石神井学園は18歳未満）

保育時間
　午後5時〜午後10時

利用日（年末年始を除く）
　練馬ぴよぴよ（ひろば室）　毎日
　その他の施設　月〜土曜（祝休日を除く）

減免措置
　住民税非課税世帯、生活保護受給世帯および多胎児世帯
は減免措置があります。

みんなのあそび場
子育てのひろば

ぴよぴよ 開室時間 休室日

練馬ぴよぴよ（ひろば室） 午前9時〜
午後4時 通年開室

光が丘ぴよぴよ（ひろば室）

午前9時〜
午後5時

通年開室

貫井ぴよぴよ 日・木曜

大泉ぴよぴよ
日・水曜

関ぴよぴよ

西大泉ぴよぴよ

午前10時〜
午後5時

日曜・祝休日光が丘児童館ぴよぴよ

北大泉児童館ぴよぴよ

田柄地区区民館ぴよぴよ
日曜・祝休日

春日町南地区区民館ぴよぴよ

立野地区区民館ぴよぴよ 日曜・祝休日

※�年末年始は全館休室となります。
問 各子育てのひろば「ぴよぴよ」 ⇨135p参照

にこにこ
　児童のいない時間帯を利用して学童クラブ室を開放して
います。また、児童館および厚生文化会館内の学童クラブ室
では、子育てグループへの貸し出しも行っています。

 個人利用
　利用時間・実施日は施設により異なりますのでお問い合わ
せください。

 グループ貸し出し
　利用には、事前の登録と予約が必要です。利用できる時間・
曜日については、実施施設にお問い合わせください。
問 各実施学童クラブ ⇨140p参照

民設子育てのひろば
　NPO法人などの民間団体が運営しています。開室日、時
間など詳しくは各施設へお問い合わせください。
問 各民設子育てのひろば ⇨135p参照

　0〜3歳の乳幼児親子が自由に遊び、交流できるひろばです。

子育てのひろば「ぴよぴよ」
　人形劇など楽しい催しを行っているほか、子育て相談もお
受けしています。

費用
　（1回）2,000円
問  練馬ぴよぴよ（ひろば室）  

豊玉北5-18-12 ☎3993-8200
問  光が丘ぴよぴよ（一時預かり室）  

光が丘2-9-6（光が丘区民センター6階） ☎5997-7763
問  東京都石神井学園  

石神井台3-35-23 ☎3996-4191
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小・中学校
新入学児童の入学（就学）通知
　区立小・中学校に新入学予定の児童の保護者に入学（就学）
通知書を交付します。入学（就学）通知書は、入学式の際、学
校に提出する大切な書類です。
　区立小学校：就学通知書を10月中旬までに郵送します。
　区立中学校：�入学通知書を1月中旬までに送付します。区

立小学校に通学している児童分は小学校を通
じて配布します。区立小学校に通学していな
い児童分は郵送します。

※�区立中学校学校選択制度の実施に伴い、選択希望票を10月上旬に送
付します。送付方法は入学通知書と同様です。

国立・都立・私立の小・中学校入学・在学届
　①�国立・都立・私立の小・中学校に入学する方・在学中に転
入された方は、各区民事務所または学務課学事係まで
届け出てください。

　②�届出の際は、入学する学校の入学承諾書（許可書）の原
本または生徒手帳などのコピーをお持ちください。

　③�区立小中学校と国立・都立・私立小中学校以外の学校に
入学・通学する方は、学務課学事係までご連絡ください。

問 学務課学事係 ☎5984-5659

住所変更を伴う転入学の手続きなど
　転居などで通学区域が変わる場合、今まで在学していた学
校で①在学証明書と②教科用図書給与証明書を受け取ります。
　住所の変更の手続き後、転出先の自治体（区内転居の場合
は各区民事務所または学務課学事係に①の証明書を提示）
で入学通知書の交付を受けてください。
　特別な理由で、今までの学校に通学を希望する場合は、そ
の学校を所管する教育委員会に申請が必要です。
問 学務課学事係 ☎5984-5659

障害のある児童・生徒の就学
　知的な発達や心身の発達に遅れや障害があるお子さんの
就学（転入学）相談を行っています。
問 学務課就学相談係 ☎5984-5664

就学援助費（学校でかかる費用の援助）
　国公立小・中学校に通学する児童・生徒の保護者の所得が
一定基準額以下の場合は、学用品費、給食費などの援助を
行っています。申請方法など詳しくはお問い合わせください。
問 学務課管理係 ☎5984-5643

防犯ブザーの配布
　子どもたちが犯罪にまきこまれそうになったときに、周囲に
危険を知らせることができるよう、区内在住・在学の新小学1
年生や、小・中学校の転入生に防犯ブザーを配布しています。

区内小・中学校（国公立・私立含む）
　通学する学校を通じて配布しています。

練馬区外の小・中学校（区内在住の方のみ）
　各区民事務所（練馬を除く）、危機管理課（本庁舎7階）で配
布しています。
※既に配布した方を除きます。
問 危機管理課安全安心係 ☎5984-1027

学校（幼稚園・小学校・中学校）
幼稚園

区立幼稚園
　区内に3園あります。募集日時などについては9月頃「ねり
ま区報」でお知らせしますので、入園を希望する園へ直接お
申し込みください。
　年度途中で入園を希望される場合も、直接各幼稚園へお
申し込みください。

【対象】区内在住の4・5歳児
問 学務課幼稚園係 ☎5984-1347
問 各区立幼稚園 ⇨141p参照

私立幼稚園
　区内に38園あります。募集案内は各幼稚園で10月頃配布
します。詳しくは9月頃「ねりま区報」でお知らせします。
　一部の幼稚園では、認定こども園として保育所的機能を備
えています。
問 各私立幼稚園 ⇨141p参照

保護者への補助
　区内在住で、私立幼稚園に3〜5歳児を通園させている保
護者に、入園料や保育料などの一部を補助します。
問 学務課幼稚園係 ☎5984-1347
問 各私立幼稚園 ⇨141p参照

児童館・児童室、地区区民館
　児童館、厚生文化会館（児童室）、地区区民館には図書室、
工作室、遊戯室などがあります。子どもたちが自由に来館し
て遊ぶことができ、施設を利用して遊びの指導や、「ゲーム大
会」などの催しも行っています。乳幼児の親子の方も利用で
きます。施設によっては、絵本の読み聞かせや、リズム体操な
どの乳幼児向け事業も行っています。
　児童館では、中高生向け事業も行っています。利用時間、
休館日など詳しくは各施設へお問い合わせください。
問 各児童館 ⇨139p参照　各地区区民館 ⇨143p参照
問 厚生文化会館 ☎3991-3080
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放課後の保育など
学童クラブ
　保護者の就労などにより主に放課後の時間帯に保育を必
要とする児童が、年齢が異なっても仲間となって楽しく遊び
共に過ごすことで、豊かに育つための事業です。

対象
　区内在住または、区立小学校に在籍する児童
※�高学年（小学校4〜6年生）については、一部の学童クラブで受入れを
行っています（障害のあるお子さんは全学童クラブで小学校6年生ま
で受入）。

保育料
　月額5,500円、同一世帯二人目以降は4,500円
※免除制度があります。
問 子育て支援課放課後対策第一係 ☎5984-1519
問 各学童クラブ ⇨140p参照

ねりっこクラブ
　「ねりっこ学童クラブ」と「ねりっこひろば」の二つの機能を
持つ、小学生を対象とした放課後と長期休業中の事業です。
　平成28年4月から開始し、令和4年8月現在、45校で実施
しています。

ねりっこ学童クラブ
　事業内容は、上記学童クラブと同様です。

ねりっこひろば
【対象】実施校の児童
【実施日時】月〜金曜、授業のある土曜�放課後〜午後5時
長期休業中など授業のない日�午前9時〜午後5時
※冬期は午後4時半まで

【利用手続き】事前登録が必要です。登録時に年間500円
の補償料がかかります。

問  子育て支援課放課後対策第一係  
 ☎5984-1519 
各ねりっこクラブ ⇨140p参照

放課後児童等の広場（民間学童保育）事業
　株式会社、社会福祉法人、特定非営利法人その他の団体
が運営している事業です。
　サービス内容は各施設へお問い合わせください。
問  各放課後児童等の広場  
（民間学童保育）事業実施施設 ⇨141p参照

中学校卒業程度認定試験
　病気などやむを得ない事由により中学校を卒業できなかっ
た方などが受験できます。
問 東京都教育庁地域教育支援部義務教育課  
 ☎5320-6752
問 文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課  
 ☎5253-4111

子育て相談
すくすくアドバイザー
　子育てに関する「なんでも相談」を受け付け、必要に応じて、
お子さんに身近な子育て支援施設や事業などを紹介します。

相談場所
　・�子育て支援課庶務係　相談カウンター�☎5984-1517

メールアドレス　sukusuku@city.nerima.tokyo.jp
　・�地域子ども家庭支援センター練馬� ☎3948-2312
　・�地域子ども家庭支援センター光が丘� ☎6385-4167
　・�地域子ども家庭支援センター大泉� ☎3925-6700
　・�地域子ども家庭支援センター関� ☎6674-2082

 相談時間
　月〜土曜　午前9時〜午後5時� �
（祝休日・年末年始を除く。子育て支援課庶務係は土曜も除く）

子育てのひろば「ぴよぴよ」
　職員が常駐しており、育児に関する相談ができます。
問 各子育てのひろば「ぴよぴよ」 ⇨51・135p参照

区立保育園
　電話での相談も受け付けています。

【相談日】月〜金曜（祝休日・年末年始を除く）
【時間】午前10時〜午後3時

問 各区立保育園 ⇨135p参照

いろいろな相談
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教育相談（学校教育支援センター）
教育相談室
　不登校、いじめ、発達の偏り、学業不振、非行など、子どもの
さまざまな教育相談を行っています（予約制）。なお、電話や
オンラインでの相談も受け付けています。

開室時間
　午前9時〜午後5時、金曜は午後6時まで

休室日
　日曜・祝休日、年末年始
問  学校教育支援センター教育相談室  

光が丘6-4-1 ☎5998-0091
問  学校教育支援センター練馬  

豊玉北5-15-19 ☎3991-3666
問  学校教育支援センター関  

関町北1-21-15 ☎3928-7200
問  学校教育支援センター大泉  

東大泉3-18-9 ☎6385-4681
※�東京都教育相談センター（☎0120-53-8288）でも教育相談を受け
付けています。

不登校児童・生徒の学習支援（適応指導教室）
　不登校の状況にある小学生と中学生を対象に、個別指導と
集団指導を組み合わせて自立性や社会性、学習能力を養い
ます。また、心の安定を図るための相談、支援を行い、学校生
活への復帰や将来の社会的自立につながるよう支援します。
　入室の相談は各教室にお問い合わせください。
問 フリーマインド（小学生対象） ☎6385-9911
問 トライ（中学生対象） ☎6385-9911

就学・転入学などの相談
都立高校への入学相談・転入学の問合せ

東京都教育相談センター（高校進級・進路・入学相談）
� ☎3360-4175
都立高校入試相談コーナー� ☎5320-6755

高等学校卒業程度認定試験の相談
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課
� ☎5253-4111

教育資金・奨学金の相談
区の制度

母子及び父子・女性福祉資金（修学）�⇨85p参照
福祉資金�⇨85p参照

都の制度
　勤労者のための生活資金融資�⇨93p参照

国の教育ローン
日本政策金融公庫教育ローンコールセンター
� ☎0570-008656

その他相談窓口
東京都私学財団
（私立高等学校等就学支援金）� ☎5206-7814
（私立高等学校等授業料軽減助成金・奨学給付金）
� ☎5206-7925
（東京都育英資金）� ☎5206-7929
（入学支度金貸付）
� 入学しようとする学校にお問い合わせください。
交通遺児育英会（交通遺児・保護者が重度障害の家庭）
� フリーダイヤル��☎0120-521286

 あしなが育英会  
（病気・災害・自死遺児・親が重度障害の家庭）
� フリーダイヤル�☎0120-77-8565
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相談先 相談日時 電　話

各児童館
（平和台・光が丘・上石神井・東大泉を
除く）

【月～金曜】午前10時〜午後6時
【土曜・夏休み・冬休み・春休み・都民の日】
午前9時〜午後6時（祝休日・年末年始を除く）

139p参照

平和台児童館
光が丘児童館
上石神井児童館
東大泉児童館

【月～土曜】午前9時〜午後7時
【日曜・祝休日】午前9時〜午後5時（年末年始を除く）

139p参照

子ども家庭支援センター
【月～金曜】午前8時30分〜午後7時
【土曜】午前8時30分〜午後5時（祝休日・年末年始を除く）

☎3993-9170（練馬）
☎3993-9172（光が丘）

☎3995-1108
（石神井・大泉）

地域子ども家庭支援センター練馬
【月～金曜】午前9時〜午後7時
【土曜】午前9時〜午後5時（祝休日・年末年始を除く） ☎6758-0141

地域子ども家庭支援センター光が丘 【月～土曜】午前9時〜午後5時（祝休日・年末年始を除く） ☎5997-7759

地域子ども家庭支援センター貫井 【月～土曜】午前9時〜午後5時（祝休日・年末年始を除く） ☎3577-9820

地域子ども家庭支援センター大泉 【月～土曜】午前9時〜午後5時（祝休日・年末年始を除く） ☎3925-6713

地域子ども家庭支援センター関 【月～土曜】午前9時〜午後5時（祝休日・年末年始を除く） ☎5927-5911

東京都児童相談センター 【月～金曜】午前9時〜午後5時
※�虐待など緊急の場合は上記以外も対応

練馬区担当
☎5937-2311
夜間・休日緊急連絡
☎5937-2330
児童相談所虐待対応ダイヤル
☎189

東京都児童相談センター
電話相談室

【月～金曜】午前9時〜午後9時
【土・日・祝休日】午前9時〜午後5時（年末年始を除く） ☎3366-4152

東京都教育相談センター
教育相談一般・東京都いじめ相談
ホットライン

電話相談
毎日24時間対応

☎0120-53-8288

こころの電話相談室
（都立小児総合医療センター）

【月～水曜】
午前9時30分〜午前11時30分、午後1時〜午後4時30分
（祝休日・年末年始を除く）
※�3歳から18歳までの子どもの精神的な問題や、行動やこころの発
達の問題に関する相談

☎ 042-312-8119

子供の健康相談室
（小児救急相談）

【月～金曜】午後6時〜翌朝8時
【土・日・祝休日・年末年始】午前8時〜翌朝8時

＃8000
（携帯電話およびプッシュ回線
用の固定電話）
☎5285-8898

子どもの人権110番 【月～金曜】
午前8時30分〜午後5時15分（祝休日・年末年始を除く） ☎0120-007-110

子ども相談
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練馬区わたしの便利帳

令和4年8月1日現在

手当の種類 支給の対象となる要件 手当額（月額）

児童手当

中学校3年生までの児童（15歳になった最初の3月31日まで）を養育している保
護者
※公務員の方は勤務先に申請してください。
※児童が施設に入所しているときなどは受給できません。

3歳未満（一律）� 15,000円

�3歳〜小学校6年生� �
（第1子・第2子）� 10,000円

�3歳〜小学校6年生� �
（第3子以降）� 15,000円
中学生（一律）� 10,000円

�所得制限額以上� �5,000円�
（目安）扶養親族3人の場合、年収960万以上

�所得上限額以上� 支給されません�
（目安）扶養親族3人の場合、年収1200万以上

児童扶養手当

次のいずれかの状態にある児童を養育している保護者
①離婚、未婚、死亡により父または母がいない児童
②父または母に重度の障害がある児童
③父または母に1年以上遺棄されている児童
④父または母が配偶者からの暴力により裁判所から保護命令を受けた児童
⑤父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
※�児童とは0歳から18歳になった最初の3月31日まで（中度以上の障害のある児童は
20歳未満）です。
※配偶者・扶養義務者（同居する親族）の方にも所得制限があります。
※保護者や扶養義務者の所得により、支給額が異なります。
※児童が施設に入所しているときなどは受給できません。

�児童1人目の場合� �
全部支給� 43,070円�
一部支給� 10,160円〜43,060円

�児童2人目の場合� �
全部支給� 10,170円加算�
一部支給� 5,090円〜10,160円加算

�児童3人目以降から1人につき� �
全部支給� 6,100円加算�
一部支給� 3,050円〜6,090円加算

特別児童扶養
手当

20歳未満で中度以上の障害のある児童を養育している保護者
※配偶者・扶養義務者の方にも所得制限があります。
※�児童が公的年金を受けているとき、または施設に入所しているときなどは受給でき
ません。

特児1級児童1人につき� 52,400円

特児2級児童1人につき� 34,900円

児
童
育
成
手
当

育成手当

次のいずれかの状態にある児童を養育している保護者
①離婚、未婚、死亡により父または母がいない児童
②父または母に重度の障害がある児童
③父または母に1年以上遺棄されている児童
④父または母が配偶者からの暴力により裁判所から保護命令を受けた児童
⑤父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
※児童とは0歳から18歳になった最初の3月31日までです。
※児童が施設に入所しているときなどは受給できません。

児童1人につき� 13,500円

障害手当

心身に一定程度（身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性まひ、
および進行性筋萎縮症）の障害がある20歳未満の児童を養育している保護者
※児童が施設に入所しているときなどは受給できません。
※区の心身障害者福祉手当と併給できません。

児童1人につき� 15,500円

児童手当など
　お子さんを養育している方で、下表の支給の対象となる要
件に該当し、所得が一定額未満であれば、各種の手当が支給
されます。これらの手当は、原則として申請日の翌月分から
支給されます。手当金額は変更となる場合があります。

問 子育て支援課児童手当係 ☎5984-5824
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

保健、医療

保健、福祉

医療機関の電話案内など
東京都医療機関案内サービス「ひまわり」 ☎5272-0303
　電話・ファクス・ホームページで24時間案内

【ファクス】5285-8080（聴覚障害者用）
【ホームページ】https://www.himawari.metro.tokyo.
jp/qq13/qqport/tomintop/
（携帯用）http://www.himawari.metro.tokyo.jp/kt/
【外国語による相談】（英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン
語）�☎5285-8181�午前9時〜午後8時

東京消防庁救急相談センター ☎#7119
　救急車を呼ぶべきか迷うときなどの救急相談を24時間受
け付けています。
（ダイヤル回線の場合）� ☎3212-2323

東京消防庁救急病院案内
　24時間救急医療機関を案内しています。
問 練馬消防署 ☎3994-0119
問 光が丘消防署 ☎5997-0119
問 石神井消防署 ☎3995-0119

休日当番医療機関
　受診の際は、健康保険証や各種医療証、接骨院は認め印を
お持ちください。いずれも往診は行いません。

休日診療当番医療機関 ⇨58p参照

休日急患診療所
　土曜日の夜間、休日に急患の診療を行っています。薬は原
則1、2日分の処方となります。受診の際は健康保険証、各種
医療証（お持ちの方はお薬手帳）をお持ちください。

休日医療など

名称・所在地・電話 診療科目 受付時間

練馬休日急患診療所
豊玉北6-12-1
区役所東庁舎2階
☎3994-2238

内科
小児科

【土曜】
午後6時〜午後9時30分

【日曜・祝休日・年末年始
（12月30日〜1月4日）】
午前10時〜午前11時30分
午後1時〜午後4時30分
午後6時〜午後9時30分
（注）予約はいりません。
（注）�15歳以下の方は保護

者同伴。

石神井休日急患診療所
石神井町3-30-26
石神井庁舎地下1階
☎3996-3404

内科
小児科

練馬歯科
休日急患診療所
豊玉北6-12-1
区役所東庁舎3階
☎3993-9956

歯科

【日曜・祝休日・年末年始
（12月29日〜1月3日）】
午前10時〜午前11時30分
午後1時〜午後4時30分
（注）�当日事前に電話で連絡

の上、受付時間内に来
院してください。

練馬区夜間救急こどもクリニック
　15歳以下のお子さんを対象に、小児科の医師が診療します。
薬は原則1、2日分の処方となります。受診の際は健康保険証、
各種医療証（お持ちの方はお薬手帳）をお持ちください。予約
はいりません。必ず保護者の方と一緒に来院してください。

名称・所在地・電話 診療科目 受付時間

練馬区夜間救急こども
クリニック
豊玉北6-12-1
区役所東庁舎2階
☎3994-2238

小児科

【平日】
午後8時〜午後10時30分

【土曜】
午後6時〜午後9時30分

【日曜・祝休日・年末年始
（12月30日〜1月4日）】
午後6時〜午後9時30分

歯科休日診療当番医療機関
　ゴールデンウイーク期間中（4月28日〜5月6日）の日曜・
祝休日と12月29日〜1月3日に当番で診療を行います。詳し
くは「ねりま区報」や区ホームページでお知らせします。

休日施術当番接骨院
　毎月1日発行の「ねりま区報」や区ホームページでその月
の当番接骨院をお知らせします。施術の際は、認め印をお持
ちください。

【施術時間】日曜・祝休日・12月29日〜1月3日の午前9時〜
午後5時

区内医療機関の案内
かかりつけ医の案内
　練馬区医師会医療連携・在宅医療サポートセンター� �
� ☎3997-0121
　平日　午前9時〜午後5時
　土曜　午前9時〜正午

医療機関の案内
　区内の医療機関の案内をしています。
　区内の医療機関一覧�⇨149p参照
問 生活衛生課医務薬事係 ☎5984-1352
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練馬区わたしの便利帳

休日診療当番医療機関案内図
　医療機関が交代で各月の休日医療機関となります。その月の当番医療機関は毎月1日発行の「ねりま区報」や区ホームペー
ジでお知らせします。

【診療時間】日曜・祝休日・12月29日〜1月3日の午前9時〜午後7時
※必ず当日事前に連絡してから受診してください。
◎当日診療可能な診療科目については確認してください。

練馬総合病院
旭丘1-24 -1

☎5988-2290

大泉生協病院
東大泉6-3-3

☎5387-3111

田中脳神経外科病院
関町南3-9-23

☎3920-6263 川満外科
東大泉6-34-46

☎3922-2912

久保田産婦人科病院
東大泉3-29-10

☎3922-0262

浩生会スズキ病院
栄町7-1

☎3557-2001

浅間神社
銀行

至池袋交番

銀行

コンビニ
千川通り

至東長崎

江古田駅

練馬総合病院

日本大学
芸術学部 至

池
袋

環
七
通
り

至
東
長
崎

江古田駅

銀行
千川通り

武蔵大学

西武有楽町線
新桜台駅

浩生会
スズキ病院

交番

至池袋至所沢
西武池袋線

大泉学園駅

南口

勤労福祉会館

東京学芸大学
附属大泉小学校
コンビニ耳鼻科
富士街道

大泉生協
病　　院

ゆめりあフェンテ

武蔵関駅

田中脳神経外科病院

銀行

青梅街道

関区民センター

消防出張所
石神井西小

至上石神井

交番

交番

消防出張所

自動車教習所
介護老人保健施設
みんなの笑顔

勤労福祉会館

至池袋大泉学園駅

川満外科

南口
ゆめりあフェンテ

銀行

大泉学園駅

久保田産婦人科
病院

至池袋

大泉小

大泉中

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

車いす・介護用ベッドの貸し出し
　一時的なけがや病気によって、居宅で介護用具を必要とする
方に6か月を限度として貸し出します。年齢制限はありません。
介護保険の要介護・要支援認定を受けた方、障害者福祉施策で
同種のサービスを受けられた方、介護保険の施設に入所・生活を
している方、有料老人ホームなどに入所している方は対象外です。

【費用】定額の自己負担
問 地域包括支援センター ⇨70p参照
緊急用車いすの貸し出し
　年齢にかかわらず、けがや病気によって緊急に車いすを必
要とする方に無料で貸し出します。貸与期間は1週間です。
問 管轄の総合福祉事務所高齢者支援係 ⇨28・149p参照
問 はつらつセンター関 ☎3928-1987

福祉用具の貸し出し

保健相談所の健康相談
　保健相談所では健康に関する各種相談を行っています。
費用は無料です。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照
乳幼児に関する相談�⇨47p参照
健康相談
　病気や健診結果の見方、食生活、歯科に関する相談を行っ
ています（予約制）。
おとなの歯みがき相談
　歯科衛生士が、歯みがきの仕方などの相談を行っています
（予約制）。
禁煙に関する相談
　喫煙の健康影響や禁煙の相談、禁煙外来を行っている医
療機関などを紹介します（予約制）。
アスベストに関する健康相談
　アスベストに由来する疾患について健康相談を行っています。

相談・講習会など

講習会・教室
　保健相談所では、生活習慣病予防教室など、さまざまな講
習会や、教室を催しています。
　詳しくは「ねりま区報」でお知らせします。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照

その他の相談
医療に関する相談
　患者が医療に関する問題を自ら解決するための助言など
を行い、患者と医療機関との信頼関係の構築を支援します。

東京都医療安全支援センター「患者の声相談窓口」 ☎5320-4435
　都内にある病院（20床以上）に関する相談に対応します。
【時間】平日�午前9時〜正午、午後1時〜午後5時
生活衛生課医務薬事係 ☎5984-1352
　区内の診療所（クリニック、医院など）に関する相談に対応
します。

認知症介護家族による介護なんでも電話相談�⇨71p参照

精神保健に関する相談
精神保健相談
　心の病気や精神的な問題に関する次の相談を予約制で
行っています。管轄の保健相談所へ事前にご連絡ください。
　①こころの健康相談
　②子育てこころの相談
　③うつ相談
　④思春期・ひきこもり相談
　⑤�酒・ギャンブルなど依存、家族相談
　⑥大人の発達障害相談
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照
精神保健福祉相談

東京都立中部総合精神保健福祉センター�☎3302-7711
　こころの健康に関わる内容、アルコール・薬物・ギャンブル
などの依存症に関する相談、思春期の問題などの相談を行っ
ています。
【電話相談】月〜金曜の午前9時〜午後5時
【面接相談】月〜金曜の午前9時〜午後5時（電話相談によ
り面接が必要とされた場合、予約）

※祝休日除く

東京都夜間こころの電話相談 ☎5155-5028
　精神的な問題で困った時や、よく眠れない、やる気がでない、
死にたくなるなどつらい時の相談を行っています。
【時間】毎日午後5時〜午後10時（受付は午後9時30分まで）
東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～  

 ☎0570-087478
　仕事、人間関係、孤独や不安などでつらい気持ちを抱えて
いる方のお話を相談員が伺い、必要に応じて専門の支援機
関を紹介します。電話またはLINEで受け付けています。
【時間】電話相談�毎日�正午〜午前5時30分／
LINE相談（相談ほっとLINE＠東京）�毎日�午
後3時〜午後10時30分

▲こちらから
「友だち」追加

新型コロナウイルス感染症に関する相談
　感染の予防に関することや、心配な症状が出た時の対応
など、新型コロナウイルス感染症に関する相談に応じます。

練馬区電話相談窓口� ☎5984-4761
【対応時間】平日午前9時〜午後5時
東京都 新型コロナ・オミクロン株コールセンター  
� ☎0570-550571
【対応時間】午前9時〜午後10時（土・日・祝休日を含む）�
東京都 発熱相談センター� ☎6258-5780
� ☎5320-4592
【対応時間】毎日24時間�
 東京都発熱相談センター  
医療機関案内専用ダイヤル� ☎6732-8864

【対応時間】毎日24時間
※�新型コロナウイルス感染症の状況の変化に伴い、相談窓口の閉鎖、電
話番号や時間、センター名称の変更などがある可能性があります。
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高齢者の予防接種
高齢者用肺炎球菌
　年度末時点で65・70・75・80・85・90・95・100歳の方と、
60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト
免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で身体障害者手帳
1級程度の障害を有する方に費用助成を行っています。ただ
し、過去に高齢者用肺炎球菌ワクチンを受けたことのある方
は助成対象外です。

インフルエンザ（10月〜翌年1月）
　65歳以上の方と、60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸
器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障
害で身体障害者手帳1級程度の障害を有する方に、費用助成
（接種期間中1回のみ）を行っています。

問 保健予防課予防係 ☎5984-2484

風しん抗体検査・予防接種
定期助成
　昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性を対
象に費用助成を行っています。

任意助成
　19歳以上で、次の①〜③のいずれかに当てはまる方に、風
しん抗体検査・予防接種の費用助成を行っています。
　①妊娠を希望している女性�②妊娠を希望している女性の
同居者（同居者とは住民登録上の住所が同一の場合をいい
ます）�③妊娠している女性の同居者
※�過去に風しん抗体検査の助成を受けたことがある方は対象外です。
問 保健予防課予防係 ☎5984-2484

子どもの予防接種 ⇨47p参照

健康診査・がん検診など

予防接種

体操
練馬区健康いきいき体操
　「練馬区の歌�―わが街・練馬―」に合わせ、子どもから高齢
者まで取り組める健康体操です。体操は座位と立位の2通り
です。区ホームページで動画配信しています。

ねりま ゆる×らく体操
　骨や筋肉、神経、腱などの運動器の働きを整え健康寿命を
延ばすことを目的に作られた、誰でも気軽に取り組める体操
です。区ホームページで動画配信しています。
問 健康推進課健康づくり係 ☎5984-4624

ねりま お口すっきり体操
　リズミカルな曲に合わせて行うお口の体操です。お口の周
囲の筋肉をストレッチすることで、いつまでもおいしく食事をし、
会話を楽しむための体操です。区ホームページで動画配信
しています。
問 健康推進課歯科保健担当係 ☎5984-4682

練馬健康管理アプリ「ねりまちてくてくサプリ」 ⇨186p参照

ねりますくすくアプリ（予防接種機能） ⇨186p参照

乳幼児の健康診査 ⇨47p参照

成人の健康診査　対象年齢は、翌年3月末時点の年齢です。

名　称 自己負担金（※） 対　象 実施時期
30歳代健康診査 300円 30〜39歳の方（対象となる方には、案内を送付します） 5月〜翌年1月

後期高齢者健康診査 無料 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方（対象となる方には受
診券を送付します） 5〜11月

75歳健康診査 無料 75歳の方（対象となる方には受診券を送付します） 5〜11月

医療保険未加入者健康診査 無料
生活保護受給中などの理由により医療保険に加入していない
40歳以上の方／中国・樺太残留邦人等の方で支援給付を受給
中の40歳以上の方（対象となる方には受診券を送付します）

5〜11月

肝炎ウイルス検診 無料 30歳以上でこれまで検診を受診したことがない方 5月〜翌年3月

眼科（緑内障等）健康診査 900円 50・55・60・65歳の方 5〜11月

骨粗しょう症検診 500円 40・45・50・55・60・65・70歳の女性 5月〜翌年3月

成人歯科健康診査 500円 30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の方 4月〜翌年3月

長寿すこやか歯科健診 無料 76・80歳の方 4月〜翌年3月
※�住民税非課税世帯の方、生活保護受給中の方、中国・樺太残留邦人の
方で支援給付を受給中の方は、事前に手続きをして、受診当日に所定
の書類を提出すると無料

＊特定健康診査・特定保健指導（国民健康保険）�⇨39p参照
問 健康推進課成人保健係 ☎5984-4669
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がん検診　対象年齢は、翌年3月末時点の年齢です。

名　称 自己負担金（※） 対　象 実施時期

胃がん検診（胃部エックス線検査） 1,000円 40歳以上の方で前年度に区の胃がん検診（胃内
視鏡検査）を受診していない方 4月〜翌年3月

胃がん検診（胃内視鏡検査） 2,000円 50歳以上偶数年齢の方 4月〜翌年3月

乳がん検診 900円 40歳以上で前年度未受診の女性 4月〜翌年3月

子宮がん検診（頸部細胞診検査） 700円
20歳以上で前年度未受診の女性 4月〜翌年3月

子宮がん検診（体部細胞診も実施） 1,000円

肺がん検診（胸部エックス線検査） 300円 40歳以上の方 5月〜翌年3月

肺がん検診（かくたん細胞診検査も実施） 600円 50歳以上で喫煙指数（1日の喫煙本数×年数）が
600以上の方 5月〜翌年3月

大腸がん検診 100円 40歳以上の方 5月〜翌年3月

前立腺がん検診 300円 60・65歳の男性 5月〜翌年3月

検査・相談　対象年齢は、翌年3月末時点の年齢です。

HIV/エイズ・性感染症相談、検査
相談
　各保健相談所で受け付けています。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照

検査（無料・匿名・予約制）
　豊玉保健相談所で、HIV抗体検査・梅毒検査を原則月に1
度金曜に実施します。
　その他の性感染症検査（性器クラミジア・淋菌）は、6月、12
月のHIV抗体検査・梅毒検査と同時に希望する方のみ実施し
ます。
※�検査内容が変更される場合がありますので、事前にお問い合わせくだ
さい。

【検査受付時間】 午前9時〜午前10時� �
事前に予約が必要です（匿名）

【予約受付時間】平日の午前8時30分〜午後5時
【予約受付方法】電話または来所

問 豊玉保健相談所 ☎3992-1188
平日夜間・土・日曜のHIV・  
性感染症検査（無料・匿名・予約制）
　東京都新宿東口検査・相談室で、HIV検査・梅毒検査を平
日夜間・土・日曜に実施しています。
　その他に性感染症検査（性器クラミジア・淋菌）を東京都
HIV検査・相談月間（6月1日〜6月30日）と東京都エイズ予
防月間（11月16日〜12月15日）に実施しています（性器クラ
ミジア・淋菌は希望者のみ）。

【予約受付】月〜金曜の午後3時30分〜午後7時30分、土・日曜
の午後1時〜午後4時30分（いずれも祝休日、年末年始を除く）
新宿区歌舞伎町2-46-3�SIL新宿ビル2階� ☎6273-8512

医療費などの助成
※子どもの医療費などに関する助成　⇨48p参照

名　称 概　要 問合せ

難病医療費助成（都制度）

認定された疾病（難病）について、医療費の自己負担
が原則2割になります。また、自己負担には月額の限
度額があります。
※�難病医療費助成を受けている方は、練馬区心身障害者
福祉手当を受給できる場合がありますので、⇨64pの手
当の項目をご覧ください。

管轄の保健相談所�⇨28・132p参照
保健予防課予防係　☎5984-2484

B型・C型ウイルス肝炎治療医
療費助成制度（都制度）

B型・C型肝炎のインターフェロン治療およびB型肝
炎の核酸アナログ製剤治療、C型肝炎のインターフェ
ロンフリー治療にかかる医療費を助成する制度です。

管轄の保健相談所�⇨28・132p参照
保健予防課予防係　☎5984-2484

大気汚染医療費助成（都制度）
大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかっ
ている方に対し、疾病の治療に要した医療費を助成
する制度です。

管轄の保健相談所�⇨28・132p参照
保健予防課予防係　☎5984-2484

自立支援医療（精神通院医療） 精神疾患を理由として通院している方の医療費を助
成する制度です（精神通院のみ、入院は除く）。

管轄の保健相談所�⇨28・132p参照
保健予防課精神保健係　☎5984-4764

※�75歳以上の方は無料。また、住民税非課税世帯の方、生活保護受給中の方、中国・樺太残留邦人の方で支援給付を受給中の方は、事前に手続きをし
て、受診当日に所定の書類を提出すると無料

問 健康推進課成人保健係　　　　☎5984-4669
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練馬区わたしの便利帳

名　称 概　要 問合せ

石綿（アスベスト）助成 石綿（アスベスト）により健康被害を受けた方および
そのご遺族への救済制度です。

管轄の保健相談所�⇨28・132p参照
保健予防課予防係　☎5984-2484

結核に関する助成 結核への医療費助成制度があります。 保健予防課感染症対策係　☎5984-4671

肝がん・重度肝硬変医療費助
成制度（都制度）

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の受付を行っ
ています。一定の条件を満たす方へB型・C型肝炎
ウィルスに由来する肝がん・重度肝硬変の入院また
は通院治療費の一部を助成します。

保健予防課予防係　☎5984-2484

骨髄等提供者支援事業 骨髄・末梢血幹細胞を提供した方（ドナー）やドナー
が勤務する事業所に助成金を交付する事業です。 保健予防課予防係　☎5984-2484

障害のある方

障害者福祉のしおり
　障害のある方への各種サービス、相談先などをまとめた日
常生活の手引きとして「障害者福祉のしおり」を発行しています。
問 障害者施策推進課管理係� �
� ☎5984-4598/FAX5984-1215

相�談

ヘルプカード
　障害のある方が災害時や緊急時、
または日常で困りごとが起こった時に、
周りの方へ手助けや配慮などを伝え
るためのものです。
【配布場所】総合福祉事務所、保健相談所、障害者地域生活
支援センターなど
問 障害者施策推進課管理係� �
� ☎5984-4598/FAX5984-1215
ヘルプマーク

　援助や配慮を必要としている方が身に付けるマー
クです。
【配布場所】都営地下鉄各駅、総合福祉事務所、保
健相談所など
問 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課� �
� ☎5320-4147/FAX5388-1413

総合的な相談や支援の窓口
各総合福祉事務所
　総合福祉事務所では、手帳や補装具、日常生活用具、介護
給付などのサービスについての相談を行っています。
問 �管轄の総合福祉事務所障害者支援係�⇨28・149p参照

障害者地域生活支援センター
　障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことが
できるよう、必要な支援を行う施設です。相談、日中の活動、
各種講座やプログラム、地域との交流を通じた障害理解の
促進などの事業を行っています。利用方法など、詳細につい
ては各センターにお問い合わせください。
※所在地は�⇨134p参照
【対象】障害のある方とその家族
【利用時間】平日：午前9時～午後8時、土・日曜：正午～午後8時

センター名 休業日 問合せ
豊玉障害者
地域生活支援センターきらら

水曜・祝休日、
年末年始

☎3557-9222
FAX3557-2090

光が丘障害者
地域生活支援センターすてっぷ

火曜・祝休日、
年末年始

☎5997-7858
FAX5997-7857

石神井障害者
地域生活支援センターういんぐ

火曜・祝休日、
年末年始

☎3997-2181
FAX3997-2182

大泉障害者
地域生活支援センターさくら

水曜・祝休日、
年末年始

☎3925-7371
FAX3925-7386

障害者虐待防止センター（障害者施策推進課内）
　障害のある方の虐待に関する通報・届出を24時間受け付
けています。
問 虐待通報専用ダイヤル�☎5984-1334/FAX5984-4721
　総合福祉事務所、保健相談所でも受付を行っています。
問 総合福祉事務所（障害者支援係）�⇨149p参照
問 保健相談所�⇨132p参照
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各種相談
　日時の記載がないものは、月〜金曜の午前9時〜午後5時
です。
障害を理由とする差別に関する相談
　障害者施策推進課事業計画担当係�☎5984-4602（FAX5984-1215）
　総合福祉事務所障害者支援係/知的障害者担当係�⇨28・149ｐ参照
　保健相談所地域保健係�⇨28・132ｐ参照
　月〜金曜（祝休日を除く）午前8時30分〜午後5時15分
障害者相談員
　身体障害者、知的障害者および精神障害者の生活、就学、
就職などに関する相談に応じ、助言や指導を行う民間の協力
者です。
　各相談員の連絡先などについては134ｐを参照してくださ
い。

知的障害者の日常生活・進路・就労・対人関係などの相談
【相談日】月・火・水・木曜
【相談時間】午前10時〜午後5時
【相談方法】電話・来所、来所は要予約

問 手をつなぐ あんしん相談（東京都手をつなぐ育成会）
 ☎5389-2614

成年後見制度についての相談
問 権利擁護センターほっとサポートねりま（練馬区社会福祉協議会）
 ☎5912-4022/FAX3994-1224
月〜金曜（祝休日を除く）　午前9時〜午後5時

精神保健相談、精神障害者の社会復帰の相談
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照
問 東京都立中部総合精神保健福祉センター  
 ☎3302-7711
月〜金曜（祝休日を除く）　午前9時〜午後5時

視覚障害の方の相談
 点字、更生相談、生活や歩行の訪問訓練、パソコン指
導やプレクストーク、スマートフォンの基本操作方法
の指導、点字・録音刊行物の配布など

問 東京都盲人福祉協会 ☎3208-9001
 三療師養成のための学院、更生相談、パソコン教室、点字講習

問 東京ヘレン・ケラー協会 ☎3200-0525
 事務系職種への職業訓練、就労移行支援、就労継続支
援B型、就労定着支援、総合相談

問 日本視覚障害者職能開発センター ☎3341-0900
就労・職業相談
問 練馬区障害者就労支援センター（レインボーワーク）
 ☎3948-6501／FAX3994-1224

【相談日】予約制�月〜金曜、第3土曜�午前8時30分〜午後5時15分

その他近隣相談機関
問 ハローワーク池袋
 ☎3987-8609（部門コード41♯）
問  東京障害者職業センター ☎6673-3938
月〜金曜（祝休日を除く）　午前8時45分〜午後5時

心身障害者医療費の助成
　健康保険で医療を受けたときの自己負担額（高額療養費
を除く）、薬剤自己負担金が助成されます。対象の方には◯障
受給者証が交付されます。
※住民税が課税されている方は一部の助成となります。
※所得の制限があります。

【対象】原則として65歳未満で、次の手帳を所持している方�
①身体障害者手帳1・2級（内部障害は1〜3級）� �
②愛の手帳1・2度� �
③精神障害者保健福祉手帳1級
問 対象①②の方  管轄の総合福祉事務所福祉事務係  

⇨28・149p参照
問 対象③の方  保健予防課精神保健係 ☎5984-4764�

管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照

更生医療
　人工透析、人工関節置換術、心臓のペースメーカー埋め込
み手術、抗HIV療法など、障害の軽減や進行を防ぐための医
療費を助成します。事前に申請が必要です。
　本人負担額は対象医療費用の1割（原則）となります。ただ
し、所得や疾病による負担上限額があります。

【対象】身体障害者手帳をお持ちの方
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

医 療

　心身に障害のある方が各種の支援を受けるために必要な
手帳です。従来の紙形式に加えて、利用者が希望される場合
はカード形式の手帳が選択できます。

身体障害者手帳
　手や足、目や耳、言語、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸、肝臓および免疫の機能などに障害のある方に交付され
ます。障害の種類と程度によって1〜6級に分けられています。
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

愛の手帳
　東京都児童相談センター、東京都心身障害者福祉センター
で知的障害と判定された方に交付されます。障害の程度に
よって1〜4度に分けられています。
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

精神障害者保健福祉手帳
　精神疾患による障害のため、長期にわたり日常生活または
社会生活への制約がある方に交付されます。障害の程度に
よって1〜3級に分けられています。
　有効期間は2年です。2年ごとに再認定を受け更新できます。
問 管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照
問 保健予防課精神保健係 ☎5984-4764

手 帳
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練馬区わたしの便利帳

自立支援医療（精神通院医療） ⇨61p参照
入院資金の貸付 ⇨85p参照
心身障害者（児）の歯科相談
　心身に障害のある方を対象に、歯磨きの指導や食事療法
の相談などを行い、歯の病気の予防を図っています。相談は
事前に電話予約が必要です。

【相談日】土曜�午後1時〜午後4時30分
【予約受付】火〜土曜�午前9時〜午後5時

問 練馬つつじ歯科診療所 ☎3993-9956

心身障害者（児）の歯科診療
　一般の歯科診療所で診療が困難な心身障害者（児）を対象
に、歯科診療を行います。事前に電話予約が必要です。

【診療日】木・土曜
【予約受付】火〜土曜�午前9時〜午後5時

問 練馬つつじ歯科診療所 ☎3993-9956

心身障害者（児）の摂食・えん下リハビリテーション診療
　心身障害者（児）で、摂食・えん下機能に障害のある方の外
来および訪問診療を行います。事前に電話予約が必要です。

【外来診療日】第2・第4火曜およびその他の火曜のうち1回（た
だし3月は除く）

【訪問診療日】水曜（月4回）
【予約受付】火〜土曜�午前9時〜午後5時

問 練馬つつじ歯科診療所 ☎3993-9956

手当
練馬区心身障害者福祉手当
　手当の認定を受けた場合、申請月の分から支給されます。
なお、難病に該当する方の医療費助成については、61pの医
療費などの助成の項目をご覧ください。

対象
①身体障害者手帳1〜3級の方
②愛の手帳1〜4度の方
③脳性まひ、進行性筋萎縮症の方
④区の指定する難病の医療受給者証をお持ちの方
⑤小児慢性疾患のうち区の指定する難病に該当する方
⑥精神障害者保健福祉手帳1級の方
支給されない方
①児童育成手当の障害手当受給者
②施設に入所している方
③所得制限に該当する方
④原則として65歳以上の新規申請の方
 手当額
　月額15,500円、ただし身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、
精神障害者保健福祉手帳1級の方は月額10,000円
問 対象①～⑤の方 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照
問 対象⑥の方  保健予防課精神保健係 ☎5984-4764�

管轄の保健相談所 ⇨28・132p参照

手当・年金

東京都重度心身障害者手当
　手当の認定を受けた場合、申請月の分から支給されます。

対象
①�重度の知的障害で常時複雑な配慮を要する程度の精神
症状を有する方
②重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
③�重度の肢体不自由で、四肢の機能が失われ座っている
ことが困難な方

支給されない方
①施設に入所している方
②病院などに3か月を超えて入院している方
③所得制限に該当する方
④原則として65歳以上の新規申請の方
手当額
　月額60,000円
問 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照

特別障害者手当（国制度）
　手当の認定を受けた場合、申請月の翌月分から支給され
ます。

 対象
　20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があるた
め、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態に
ある方で、手当の判定基準に該当する方
※専用の診断書による判定があります。

支給されない方
①施設に入所している方
②病院などに3か月を超えて入院している方
③所得制限に該当する方
手当額
　月額27,300円
問 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照

障害児福祉手当（国制度）
　手当の認定を受けた場合、申請月の翌月分から支給され
ます。

 対象
　20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日
常生活において常時介護を必要とする状態で、手当の判定
基準に該当する方
※専用の診断書による判定があります。

支給されない方
①施設に入所している方
②障害を理由とする年金などを受けている方
③所得制限に該当する方
手当額
　月額14,850円
問 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照

64

保
健
、福
祉

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_前半.indd   64２２０９練馬区8(SG40)行政最終_前半.indd   64 2022/08/18   10:59:492022/08/18   10:59:49



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

年金
障害基礎年金 ⇨41p参照
障害厚生年金
　在職中に初診のある病気・けががもとで、体に障害が残っ
たとき、または1年6か月経っても治らないときで一定の障害
に該当する場合に支給されます。
問 練馬年金事務所 ☎3904-5491㈹

心身障害者扶養共済制度（国制度）
　障害者を扶養する保護者が死亡または重度障害になった
とき、残された障害者の生活の安定を図るため、保護者が加
入する制度です。

 掛金
　一口あたり9,300円〜23,300円（加入時の年齢によって
異なります）、障害者一人につき二口まで加入できます。

年金
　一口あたり月額2万円の年金が支給されます。
問 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照

サービス利用の流れ
① 支給の申請／サービスを選び、管轄の総合福祉事務所ま
たは保健相談所に申請をします。

② サービス等利用計画案の提出依頼／区の窓口で「サー
ビス等利用計画案提出依頼書」の交付を受けます。

③ 指定特定相談支援事業者との利用契約／②により、指
定特定相談支援事業者（以下、「事業者」という）に「サービ
ス等利用計画案」の作成を依頼してください。あわせて、
「サービス等利用計画案」作成のための契約を事業者と行
います。

④  調査（アセスメント）の実施と「サービス等利用計画案」
の作成／事業者はご自宅などを訪問して面接を行い、サー
ビスを提供する上で解決すべき課題などを調査します。

⑤ 障害支援区分認定調査／認定調査員が本人や家族の状
況を調査します。

⑥ サービス等利用計画案の提出／④で作成した「サービス
等利用計画案」を区へ提出します。

⑦ 支給決定と受給者証の交付／サービスによっては障害
支援区分の一次、二次判定を行い、本人などの意向を聞い
た上で支給決定し、「受給者証」が交付されます。

⑧ サービス担当者会議とサービス等利用計画の作成／
事業者は「サービス担当者会議」を開催し、「サービス等利
用計画」を作成します。

⑨ サービス提供事業者との契約とサービス利用／サービ
ス提供事業者または施設に「受給者証」を提示してサービ
ス利用の契約を結び、サービスを利用します。

⑩ 利用者負担額の支払い／原則としてサービス利用費用
の1割を負担し、サービス提供事業者に支払います。

問  管轄の総合福祉事務所 障害者支援係（身体障害・
難病等・知的障害） ⇨28・149p参照

問 管轄の保健相談所（精神障害） ⇨28・132p参照

制度の概要
　障害者総合支援法制度は、身体障害（身体障害者手帳をお
持ちの方）や知的障害、精神障害・難病などのある方が自分
の意思で福祉サービスを選択し、事業者と対等な立場で契
約を結んでサービスを利用する制度です。
　利用者は原則としてサービス利用費用の1割を負担します。
問  管轄の総合福祉事務所 障害者支援係（身体障害・

難病等・知的障害） ⇨28・149p参照
問 管轄の保健相談所（精神障害） ⇨28・132p参照

障害福祉サービス（介護給付など）

サービス名称 サービスの内容

介
護
給
付

居宅介護
（ホームヘルプ）

在宅での介護や家事などの日常生活の
援助が受けられます。

重度訪問介護
重度の肢体不自由者、知的障害者または
精神障害者で常に介護を必要とする方
が、在宅での介護や家事、外出時の支援
などが受けられます。

同行援護
移動困難な視覚障害者の方が、外出時に
移動に必要な情報の提供を受けるととも
に移動の援護など必要な援助が受けら
れます。

対象となるサービス
　生活上の必要な援助や専門的な支援を受けられる各種
サービスがあります。以下にサービスの内容を紹介します。
このほかに、移動支援や意思疎通支援が受けられる地域生
活支援事業もあります。これらのサービスの内容の詳細、難
病などの方が利用できるサービスについては、総合福祉事
務所へお問い合わせください。

障害者および障害児のサービス

福祉手当（国制度）
対象
　下記①②両方に該当する方
①��昭和61年3月末の時点で旧福祉手当受給資格のあった
20歳以上の方
②��昭和61年4月以降、特別障害者手当、障害を理由とする
年金などいずれも受給していない方

※経過措置のため、新規受付はありません。

支給されない方
①施設に入所している方
②障害を理由とする年金などを受けている方
③所得制限に該当する方
手当額
　月額14,850円
問 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照
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練馬区わたしの便利帳

補装具・日常生活用具などの給付
補装具費の支給
　視覚障害者安全つえ、補聴器、義肢、車椅子などの補装具
の製作、修理などのための費用を支給します。世帯の所得に
より費用負担があります。介護保険サービスを受けることが
できる方は、介護保険と共通する種目（車椅子など）は介護保
険を優先します。所得制限があります。

【対象】身体障害者手帳をお持ちの方、難病などのある方（一
定所得以上の方がいる世帯の方は除く）
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照
日常生活用具の給付
　日常生活に必要な用具を給付します。世帯の所得により費
用負担があります。介護保険サービスを受けることができる
方は、介護保険と共通する種目（特殊寝台など）は介護保険を
優先します。所得制限があります。

【対象】障害のある方（品目により対象要件が異なります）（一
定所得以上の方がいる世帯の方は除く）

【給付種目】屋内信号装置、特殊マット、体重計、会話補助装
置、ファクス、拡大読書器、音響案内装置、点字図書、特殊尿
器、特殊寝台、入浴補助具、ストマ装具など
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

紙おむつの支給
　区指定の紙おむつから利用者が選んだものを、月1回配送
します。8,000円まで1割の自己負担で注文できます（8,000
円を超えた部分は全額自己負担）。

【対象】在宅の3歳から65歳未満で、身体障害者手帳1・2級
の方、愛の手帳1・2度の方（所得制限あり）
問 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照

小児慢性特定疾病児童への日常生活用具給付
　疾患に応じた便器、特殊マット、特殊寝台など、日常生活に
必要な用具の給付を行います。利用者の世帯の所得により
費用負担があります。

【対象】在宅の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの
方で、障害者総合支援法などの用具給付を受けられない方
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

中等度難聴児への補聴器購入費用の助成
　身体障害者手帳の交付対象とならない区内在住の18歳未
満の難聴の児童に対し、補聴器購入費用の助成を行います。
所得制限などがあります。
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の給付
　都内におおむね1年以上住んでいる18歳以上の方に補助
犬を給付します。所得制限があります。

【対象】視覚障害1級、肢体不自由1・2級、聴覚障害2級
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

各種の給付やサービス

※�児童福祉法のサービス利用の流れは、障害者総合支援法によるサー
ビス利用の流れに準じています。

問   管轄の総合福祉事務所 障害者支援係（身体障害・
難病等・知的障害） ⇨28・149p参照

問 管轄の保健相談所（精神障害） ⇨28・132p参照

サービス名称 サービスの内容

介
護
給
付

行動援護
知的障害または精神障害により行動上の
自己判断能力が制限されている方が、危
険を回避するために必要な援助が受けら
れます。

重度障害者等
包括支援

介護の必要性が著しく高い重度の障害
者が、居宅介護などのサービスを包括的
に受けられます。

短期入所
（ショートステイ）

障害者（児）を介護している方が病気の
場合などに、施設において短期間、生活
に必要な援助が受けられます。

療養介護
常に医療と介護を要する方が、医療機関
において療養上の看護や機能訓練、日常
生活の援助が受けられます。

生活介護
常に介護を必要とする方が、施設において
日中、創作活動や生産的活動の機会の提
供を受けたり、必要な介護を受けられます。

施設入所支援 施設において、夜間や休日に必要な介護
を受けられます。

訓
練
等
給
付

自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよ
う、一定期間、身体機能または生活能力の
向上のために必要な訓練を受けられます。

就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する方が、一
定期間、就労に必要な知識および能力の
向上のために必要な訓練を受けられます。

就労継続支援
A型・B型

一般企業への就労に結び付いていない
方や一般企業などでの就労が困難な方
に、働く場を提供し、知識や能力の向上の
ために必要な訓練を受けられます。

就労定着支援
一般就労した方が、就労を継続できるよ
う、企業との連絡調整や指導・助言を受け
られます。

自立生活援助�
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補
うために、定期的な訪問や必要な援助を
受けられます。

共同生活援助
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相
談、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活
の援助を受けられます。

児
童
福
祉
法
の
サ
ー
ビ
ス
※

児童発達支援
障害のある未就学児が、日常生活におけ
る基本的な動作の指導、集団生活への適
応訓練などを受けられます。

医療型
児童発達支援

肢体不自由の障害児または重症心身障
害児が、療育などの支援や治療を受けら
れます。

放課後等
デイサービス

障害のある就学児が、日常生活における
基本的な動作の指導、集団生活への適応
訓練などを受けられます。

居宅訪問型
児童発達支援

重度の障害などにより外出が困難な障
害児が、居宅で日常生活における基本的
な動作の指導、生活能力の向上のために
必要な訓練などを受けられます。

保育所等
訪問支援

障害児が、集団生活を営む施設への訪問
を受けることにより、集団生活への適応の
ための専門的な支援などを受けられます。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

日常生活のサービス・助成
地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
　物忘れや認知症状がある高齢者や障害のある方などで、
判断能力が十分でない方を対象に、本人との契約に基づい
て定期的に訪問し、本人の意思を尊重しながら、福祉サービ
スの利用援助を基本とし、日常生活に必要な預金の出し入れ
などの支援を有料で行います。

サービス内容
①福祉サービスの利用援助
　福祉サービスを利用するための手続きや支払いの支援
②日常的金銭管理サービス（①の利用が前提となります）
医療費・公共料金などの支払い、年金などの受領手続き、
日常生活に必要な預金の出し入れなどの支援

③書類預かりサービス（①の利用が前提となります）
　日常使用しない通帳・権利証などの預かり、保管

問  権利擁護センターほっとサポートねりま（練馬区社会福祉協議会）  
 ☎5912-4022/FAX3994-1224

財産保全・手続き代行サービス
　身体障害や病気などのため、財産の保管、預金の払戻しや
各種手続きを行うことが困難な方を対象に、財産の保管や手
続き代行を有料で行います。
問 権利擁護センターほっとサポートねりま（練馬区社会福祉協議会）  
 ☎5912-4022/FAX3994-1224

出張調髪
　年6回利用できる出張調髪券を交付します。新規申請の場
合、申請月により枚数が異なります。

【対象】東京都重度心身障害者手当を受給していて、外出困
難な方

【費用】1回　500円
問 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照

視覚障害者等サービス・図書館資料郵送サービス
⇨122p参照

居住支援（民間保証会社利用による保証の支援）
⇨96p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）
⇨96p参照

重症患者の方への居宅生活支援
　事業者からのホームヘルパーの派遣を受けた場合や、ポー
タブルトイレなどの日常生活用品を購入した際の費用を助
成します。

【対象】医師から、末期の悪性腫瘍またはこれに準ずる状態と
診断がなされていて居宅で生活している方（介護保険法、障
害者総合支援法の制度の対象者、東京都難病医療費等助成
制度の対象者を除く）
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

交通に関するサービス・助成
交通機関など公共料金の割引
　身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお
持ちの方に都営交通の無料パスを交付します（精神障害者
保健福祉手帳をお持ちの方は、都営地下鉄などの定期券発
売所で申請・交付）。また、交通機関の運賃割引制度などがあ
ります。身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方の介護者に
も交通機関の運賃割引制度などがあります。
問  管轄の総合福祉事務所 障害者支援係  
（身体障害・知的障害） ⇨28・149p参照

問  東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課 
（精神障害） ☎5320-4464

自動車燃料費の助成
【対象】下記①〜④のいずれかに該当する方で、車両を所有
している方
①�下肢機能、体幹機能、移動機能、視覚、内部障害のその等
級が身体障害者手帳1〜3級の方
②愛の手帳1・2度の方
③精神障害者保健福祉手帳1級の方
④�前述①〜③の障害のある方と同居し、同一生計を営む方
※年齢および所得などの制限あり
※福祉タクシー券の交付を受けている方は除く

【助成額】月額2,500円
問  ①②管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照
問  ③保健予防課精神保健係 ☎5984-4764

福祉タクシー券の交付
【対象】
①�下肢機能、体幹機能、移動機能、視覚、内部障害のその等
級が身体障害者手帳1〜3級の方
②�愛の手帳1・2度の方
③�精神障害者保健福祉手帳1級の方
※年齢および所得の制限あり
※自動車燃料費の助成を受けている方は除く

【助成額】月額3,500円
問  ①②管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照
問  ③保健予防課精神保健係 ☎5984-4764

緊急通報システム
　無線発信機（本体・ペンダント型）を貸与し、緊急時に民間
受信センターを経由して救急車の要請などを行います。

【対象】18歳以上のひとり暮らしなどで、身体に重度の障害
がある方、または障害者総合支援法の対象となる疾病の方
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

点字シール付き封筒の利用登録
　区が送付する封筒の一部に、通知名や問合せ先などの点
字を付けて送付しています。併せて、通知を発送する旨を電
子メールでお知らせすることもできます。

【対象】区内在住で視覚障害のある方
問 福祉部管理課ひと・まちづくり推進係
 ☎5984-1296
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練馬区わたしの便利帳

介護や派遣に関するサービス
重度脳性まひ者の介護
　対象となる障害者の方が推薦する介護人（家族に限る）を
派遣し、介護料を支給します。

【対象】単独で屋外活動をすることが困難な身体障害者手帳
1級の重度脳性まひの方（在宅の20歳以上の方）、ただし介
護給付や移動支援などのサービス（短期入所を除く）を受け
ている方は対象外です。
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

緊急一時保護
　障害者（児）の保護者または家族の方が、入院、事故、出産
などで急に介護が困難となったときに、ほかの家庭に保護を
委託します。

【対象】身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜4度、脳性まひ、
進行性筋萎縮症の方
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

訪問入浴サービス
　入浴が困難な身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度の方
（介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方を除く）に
巡回入浴車による訪問入浴サービスを行います。
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

中村橋福祉ケアセンター（心身障害者福祉センター）
　心身に障害のある成人の方を対象に、相談や支援を行っ
ています。また、講習会・教室および障害者団体などへの施
設の貸し出しを行っています。

生活介護事業
�⇨66p表「障害者および障害児のサービス」の「生活介護」を参照

中途障害者支援事業
　高次脳機能障害などの中途障害者の相談に応じるととも
に、社会復帰や地域生活の充実を図るための通所訓練など
を行っています。

【利用】月〜金曜の午前9時〜午後5時（土・日・祝休日、年末
年始除く）

講習会・教室
　障害のある方や一般の方向けの講習会や教室を開催して
います。募集は「ねりま区報」でお知らせします。

【主な内容】手話講習会（一般の方向け）、手話講習会（中途失聴
者・難聴者向け）、点字教室（視覚障害のある方および点訳ボラ
ンティア希望者向け）、パソコン教室（身体障害者手帳、愛の手帳
もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方向け）、障害者
IT支援ボランティア養成講座

施設貸し出し
　障害者団体およびボランティアグループに対して、無料で
施設を貸し出します。

【貸し出し施設】活動室1〜3、和室、集会室、機器室
【利用】午前9時〜午後9時30分（年末年始除く）

問  中村橋福祉ケアセンター（心身障害者福祉センター） 
 ☎3926-7211/FAX3970-5676

障害者施設

リフト付タクシー
　車いすやストレッチャー（寝台）のまま乗り降りできる福祉
車両のタクシーです。区が予約料と迎車料に相当する費用
を負担し利用料金が軽減されます。また、福祉タクシー券が
利用できます。
※運賃などは本人負担となります。

【対象】身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちで、日常外出時に
車いすを利用する方または寝たきりの状態の方

【申込】区が契約しているタクシー会社に利用予定日の2週
間前から電話で予約してください。
問 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 ⇨28・149p参照

自動車運転教習費、自動車改造費の助成
　自動車運転免許の取得や、自動車の改造に要する費用の
一部を助成します。所得制限があります。
　教習費助成の申請期間は免許取得後1年以内です。

教習費の助成
【対象】運転免許適正試験に合格した身体障害者手帳1〜
3級（内部障害は1〜4級、下肢、体幹機能の障害で歩行困
難な方は1〜5級）の方、愛の手帳1〜4度の方
改造費の助成

【対象】身体障害者手帳1・2級（上肢、下肢、体幹機能の障
害）で就労などに伴い自らが運転する車を所有している方、
または取得しようとしている方

問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

移動支援
　社会生活上必要不可欠な外出および社会参加を目的とし
た外出の移動を支援します。
問  管轄の総合福祉事務所障害者支援係  
（身体障害・難病等・知的障害） ⇨28・149p参照

問 管轄の保健相談所（精神障害） ⇨28・132p参照

手話通訳者・要約筆記者の派遣
　聴覚障害者の社会生活や聴覚障害者で組織する団体の活
動などに、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。費用は無
料で、月に2回まで利用できます。ただし通院や官公庁での
手続きには回数制限はありません。

【申込】�東京手話通訳等派遣センター（練馬区派遣担当）� �
� ☎/FAX3341-5635

問  障害者サービス調整担当課障害調整係  
 ☎5984-1456/FAX5984-1215
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

こども発達支援センター
　発達に心配のある児童の相談や通所訓練などの発達支援
を行っています。

相談・通所訓練事業
　発達に心配のあるお子さんの相談に、医師、心理士など専
門職員が応じています。相談は予約制です。

【受付】月〜金曜の午前9時〜午後5時
　相談の結果、支援が必要と判断されたお子さんを対象に
通所訓練を行います。

【利用】月〜金曜の午前9時〜午後5時30分、土曜の午前9時
〜午後5時（日曜・祝休日・年末年始除く）

訪問事業
　外出が困難な重度の障害児の居宅や障害児が通う保育園
などを訪問し、早期療育、集団適応のための環境作りをします。
訪問は予約制です。

【受付】月〜金曜の午前9時〜午後5時
【利用】月〜金曜の午前9時〜午後4時（土・日・祝休日、年末
年始除く）

家族・地域への支援事業
　通所児童のご家族対象の講習会や、区民を対象とした発
達障害などについて理解を深める取り組みを行います。また、
障害のあるお子さんの家族で構成された団体などに、多目
的室と運動場を活動の場として提供します。
問 こども発達支援センター  
 ☎3975-6251/FAX3975-6252

心身障害者福祉集会所
　自主的活動、交流の場として集会室などが利用できます。

【対象】心身に障害のある方とその家族、および団体（事前に
団体登録が必要）

【費用】無料
【利用】午前9時〜午後9時30分（年末年始除く）
【施設】集会室（和・洋）、視聴覚室、調理室、浴室（月〜金曜の
午後1時〜午後4時）など

【申込】利用日の3か月前の月の初日から受け付け（日曜・祝
休日除く午後5時まで）
問 心身障害者福祉集会所  
 ☎5997-9700/FAX5997-7704

短期入所など
　短期入所・日中一時支援、相談支援などの事業所が区内に
あります。各事業所の所在地などは�⇨134p参照。

谷原フレンド
　生活介護事業および日中一時支援事業（夕焼けふれあい
事業）を行っています。
問 谷原フレンド ☎5910-8488/ FAX3996-9522

福祉作業所・福祉工房
　就労移行支援事業、就労継続支援B型事業および就労定
着支援事業を行っています。
問 各福祉作業所・福祉工房 ⇨134p参照

福祉園
　生活介護事業を行っています。
問 各福祉園 ⇨134p参照
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練馬区わたしの便利帳

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を発行しています。

相 談

高齢者

地域包括支援センター（医療と介護の相談窓口）
　地域の高齢者の総合的な相談窓口です。健康づくり・介護予防の支援、自宅で医療と介護を受ける在宅療養や認知症の相談、
成年後見制度の活用支援、区の高齢者サービスや介護保険の要介護認定申請の受付などを行っています。また、高齢者虐待
に関する相談・通報窓口となっています。

【受付時間】月曜〜土曜�午前8時30分〜午後5時15分（祝休日および12月29日〜1月3日を除く）
センター名 所在地 電話番号 担当地域

第2育秀苑 羽沢2-8-16 ☎5912-0523 旭丘、小竹町、羽沢、栄町
桜台 桜台1-22-9 ☎5946-2311 桜台
豊玉 豊玉南3-9-13�2階 ☎3993-1450 中村、中村南、豊玉中、豊玉南
練馬 練馬2-24-3 ☎5984-1706 向山、練馬

練馬区役所 豊玉北6-12-1
区役所内東庁舎5階 ☎5946-2544 豊玉上、豊玉北

中村橋 貫井1-9-1
中村橋区民センター内 ☎3577-8815 貫井、中村北

北町 北町2-26-1 ☎3937-5577 錦、北町1〜5・8、平和台
北町はるのひ 北町6-35-7 ☎5399-5347 氷川台、早宮、北町6・7
田柄 田柄4-12-10 ☎3825-2590 田柄1〜4、光が丘1
練馬高松園 高松2-9-3 ☎3926-7871 春日町、高松1〜3

光が丘 光が丘2-9-6
光が丘区民センター内 ☎5968-4035 光が丘2・4〜6、旭町、高松5-13〜24番

光が丘南 光が丘3-3-1-103号 ☎6904-0312 高松4・5-1〜12番、田柄5、光が丘3・7
第3育秀苑 土支田1-31-5 ☎6904-0192 土支田、高松6
練馬ゆめの木 大泉町2-17-1 ☎3923-0269 谷原、高野台3〜5、三原台、石神井町2
高野台 高野台1-7-29 ☎5372-6300 富士見台、高野台1・2、南田中1〜3

石神井 石神井町3-30-26
石神井庁舎内 ☎5923-1250 石神井町1・3〜8、石神井台1・3

フローラ石神井公園 下石神井3-6-13 ☎3996-0330 下石神井、南田中4・5
第二光陽苑 関町北5-7-22 ☎5991-9919 石神井台2・5〜8、関町東2、関町北4・5
関町 関町南4-9-28 ☎3928-5222 関町北1〜3、関町南2〜4、立野町
上石神井 上石神井1-6-16 ☎3928-8621 上石神井、関町東1、関町南1、上石神井南町、石神井台4
やすらぎミラージュ 大泉町4-24-7 ☎5905-1190 大泉町
大泉北 大泉学園町4-21-1 ☎3924-2006 大泉学園町4〜9
大泉学園 大泉学園町2-20-21 ☎5933-0156 大泉学園町1〜3、東大泉1〜4
南大泉 南大泉5-26-19 ☎3923-5556 西大泉、西大泉町、南大泉5・6

大泉 東大泉1-29-1
ゆめりあ1内 ☎5387-2751 東大泉5〜7、南大泉1〜4

問 高齢社会対策課計画係 ☎5984-4584
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

その他相談窓口
認知症介護家族による介護なんでも電話相談
 ☎6904-5080
　介護経験の豊富な相談員が日常の介護の悩みに対応します。

【相談日】毎週水曜（年末年始除く）
【相談時間】午前10時〜午後3時

認知症てれほん相談 ☎5367-2339
（認知症の人と家族の会東京都支部）
　認知症の方と介護している方への精神的な援助と情報提
供を行っています。

【相談日】毎週火・金曜（祝休日・年末年始除く）
【相談時間】午前10時〜午後3時

権利擁護センターほっとサポートねりま（練馬区社会福祉協議会）
 ☎5912-4022
　物忘れや認知症などのために判断能力が十分でない方が
安心して日常生活を送るため、本人の意思を尊重しながら福
祉サービス利用援助を基本として、日常生活に必要な預金の
出し入れなどの支援（有料）や成年後見制度の相談を行って
います。

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）�⇨67p参照
財産保全・手続き代行サービス�⇨67p参照

療養費の支給
　次の①〜④の理由で費用を全額負担したときは、申請をする
と、審査の上、自己負担額を差し引いた額が後日支給されます。
①やむを得ず保険証を提示できずに治療を受けたとき
②�医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
③�医師が治療上必要と認め、はり・きゅう・あん摩・マッサー
ジなどを受けたとき
④�海外で診療を受けたとき（日本での保険適用範囲に限る。
また治療目的で渡航した場合は除く）

問 国保年金課後期高齢者資格係 ☎5984-4587

高額医療・高額介護合算療養費の支給
　1年間（毎年8月〜翌年7月31日）の後期高齢者医療制度
と介護保険のそれぞれの自己負担額（保険適用分）の世帯で
の合計額が自己負担限度額を超過した場合は、申請により超
過額がそれぞれの制度から払い戻されます。詳しくはお問い
合わせください。
問 国保年金課後期高齢者資格係 ☎5984-4587

交通事故などでけがを負ったとき
　事故の治療で保険証を使用する場合は、届出が必要です。
また、警察にも必ず届出をしてください。
問 国保年金課後期高齢者資格係 ☎5984-4587

葬祭費
　被保険者が死亡し葬儀などを行ったときは、申請により葬
儀を行った方（喪主）に支給します。

【支給額】70,000円
【窓口】国保年金課後期高齢者資格係（本庁舎2階）、こくほ石
神井係（石神井庁舎2階）

【必要なもの】会葬礼状または葬祭費用の領収書、喪主の金
融機関口座のわかるもの（通帳など）、保険証（返却した場合
は不要です）
問 国保年金課後期高齢者資格係 ☎5984-4587

給付
　保険医療機関では、かかった医療費の1割または3割の負担
（自己負担額）で受診できます。
※�令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者
を除き2割負担となります。

高額療養費の支給
　1か月の医療にかかる自己負担額が、限度額を超過した場
合は、その超過額が払い戻されます。該当する方には、診療
月からおおよそ4か月後に広域連合からお知らせをお送りし
ます。事前に申請する必要はありません。
※��申請期間は、原則診療日の翌月の1日から2年間です。

問 国保年金課後期高齢者資格係 ☎5984-4587

加入者（被保険者）
①75歳以上の方（75歳の誕生日から自動的に加入）
②65歳以上で一定の障害のある方（認定を受けた日から加入）
※�生活保護受給者、在留期間が3か月以下または入国が医療目的の外
国籍の方などを除く。

保険証（後期高齢者医療被保険者証）
　被保険者1人に1枚交付されます。世帯全員が住民税非課
税の方には、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証
が交付されます。

　東京都内の全ての区市町村が加入する「東京都後期高齢
者医療広域連合」が運営します。広域連合は被保険者の認定
や保険料の決定、医療の給付などの業務を、区は住所変更や
給付申請などの届出の受付、保険証の引き渡しや保険料の
収納などの業務を行います。

後期高齢者医療制度

保険料
　保険料は広域連合で決めます。限度額は年間66万円です。

 納付
　保険料は、原則として介護保険料が引かれている年金から
引かれます。対象となる年金の受給額が年額18万円未満の
方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が対象
となる年金の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える方
などは、納付書や口座振替で納めます。口座振替を希望され
る方はご連絡ください。

後期高齢者健康診査 ⇨60p参照

入院時食事代などの減額申請
　世帯全員が住民税非課税の場合、申請により、自己負担限
度額と入院時の食事代が減額になる減額認定証が交付され
ます。
問 国保年金課後期高齢者資格係 ☎5984-4587

後期高齢者歯科健康診査（長寿すこやか歯科健診）　⇨60p参照
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練馬区わたしの便利帳

手続き
転入したとき
　都外から転入された方は、転入の手続きの際に、前住所地
発行の「負担区分等証明書」をお持ちください。

【窓口】各区民事務所�⇨24・25p参照

転出するとき
　転出後、保険証をお返しください。転出先が都外の方は、
転出届の際に、「負担区分等証明書」をご請求ください。

【窓口】国保年金課後期高齢者資格係（本庁舎2階）、各区民
事務所（練馬を除く）

保険証の再交付申請
　簡易書留郵便で送ります。お急ぎのときは、事前にお問い
合わせください。

【窓口】国保年金課後期高齢者資格係（本庁舎2階）、こくほ石
神井係（石神井庁舎2階）、各区民事務所（練馬・石神井を除く）
問 国保年金課後期高齢者資格係 ☎5984-4587

成人歯科健康診査 ⇨60p参照

要介護高齢者歯科診療
　身体状況により、一般の歯科診療所で治療困難な方の歯
科治療を行います。事前に電話予約が必要です。

【対象】要介護高齢者
【診療日】木・土曜
【予約受付】火〜土曜��午前9時〜午後5時

問 練馬つつじ歯科診療所 ☎3993-9956

摂食・えん下リハビリテーション診療
　練馬つつじ歯科診療所での外来または歯科医師が自宅に
訪問して診療します。事前に電話予約が必要です。

【対象】要介護高齢者であって、摂食・えん下機能に障害のあ
る方

【外来診療日】第2・4火曜およびその他の火曜のうち1回（た
だし3月は除く）

【訪問診療日】水曜（月4回）
【予約受付】火〜土曜��午前9時〜午後5時

問 練馬つつじ歯科診療所 ☎3993-9956

健 康

 納付が困難なとき
　特別な理由がなく滞納が続くと、有効期限の短い保険証（短
期被保険者証）が交付されたり、財産の差押えを受ける場合
もあります。災害などで一時的に納付が困難な方は、申請に
より減免される場合がありますので、ご相談ください。
問 国保年金課後期高齢者保険料係 ☎5984-4588

介護予防

摂食・えん下機能支援事業
　申込書兼チェックシートをご提出いただいた方で、摂食・
えん下機能の低下が疑われる場合は、歯科医師が原則ご自
宅まで訪問し、検査を行います。

【対象】原則、要介護高齢者で、食事中にむせることが多い方
や食べたり飲んだりすることに不安を感じている方

【費用】無料
【受付】火、水曜��午前9時〜午後5時

問 摂食・えん下機能支援センター ☎5984-5843
三療サービス
　はり、きゅう、マッサージ、指圧のいずれかを受けられる利
用券をお送りします。（出張は別途1,000円負担あり）。

【対象】65歳以上の方
【交付枚数】年間4枚以内（申請月により交付枚数が異なります）
【費用】1回1,500円の自己負担

問 高齢者支援課高齢給付係 ☎5984-2774

高齢者体力テスト ⇨123p参照

高齢者みんな健康プロジェクト
　高齢者保健指導専門員が地域包括支援センターなどと連
携し、糖尿病の重症化予防やフレイルの予防が必要な方、健
診未受診の方のご自宅を訪問し、地域で開催する介護予防
や栄養講座などを案内します。
問 高齢者支援課高齢者健康支援係 ☎5984-1189

街かどケアカフェ事業
街かどケアカフェ
　地域包括支援センターを併設する一部の区立施設や地域
団体が運営する集いの場で、高齢者などが気軽に集い、介護
予防について学べる「街かどケアカフェ」を区内29か所で運
営しています。

出張型街かどケアカフェ
　地域包括支援センターが、地域集会所やコンビニ、薬局な
どで、茶話会や体操、出張相談など、さまざまなイベントを実
施する「出張型街かどケアカフェ」を開催しています。
問 地域包括支援センター ⇨70p参照
問 高齢者支援課地域包括支援係 ☎5984-1187
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・生活支援サービス事業
　介護予防と自立した日常生活を送れるよう支援することを
目的としています。

【対象】
①要支援1・2の認定を受けた方（⇨79ｐ参照）
②�65歳以上の方で健康長寿チェックシートで生活機能の低
下があると判定された方

※�サービスの利用にあたっては介護予防ケアプランの作成が必要です。地域
包括支援センターにご相談ください（地域包括支援センター�⇨70p参照）。

訪問型サービス
　〈区が指定する訪問介護事業者が提供するサービス〉

シルバーサポート事業
　〈区が委託するシルバー人材センターが提供するサービス〉

通所型サービス
　〈区が指定する通所介護事業者が提供するサービス〉

食のほっとサロン
　〈NPO（特定非営利活動法人）などの地域団体が提供するサービス〉

高齢者筋力向上トレーニング
〈区が委託する民間事業者が提供するサービス〉

健康長寿はつらつ事業（一般介護予防事業）
　いつまでもお元気でいるための運動、口腔、認知機能の低
下予防、栄養摂取のポイントなどのイベントや講座、講習会
といった介護予防普及啓発事業などを行います。詳しくは「ね
りま区報」でお知らせします。

はつらつシニアクラブ
認知症予防 脳活プログラム
地域リハビリテーション活動支援
健康長寿はつらつ教室
いきがいデイサービス

問 高齢社会対策課介護予防係 ☎5984-2094

くらしの援助
福祉資金の貸付 ⇨85p参照
入院資金の貸付 ⇨85p参照
入浴証の交付
　ひとり暮らしの高齢者の方に、入浴証を交付します。

【対象】65歳以上のひとり暮らしの方（親族・非親族を問わず、同
居者がいない方。また、同一敷地内に親族が居住していない方）

【交付枚数】年間52枚以内（申請月により交付枚数が異なります）
【費用】入浴1回につき200円

問 高齢者支援課高齢給付係 ☎5984-2774

各種福祉サービス

高齢者お困りごと支援事業
　日常生活のちょっとしたお困りごとを、地域の高齢者が解
決し安心した生活を送ることを支援します。

【対象】75歳以上のひとり暮らし高齢者および高齢者のみの
世帯

【内容】シルバーサポーター（練馬区シルバー人材センター
会員）が1時間以内に行うことができる軽易な日常生活上の
支援を行います。年6回まで利用できます。
①電球・蛍光灯の交換�②軽易な家具や荷物の移動�③軽易
な屋内清掃�④軽易な庭の掃除・除草�⑤生活用品の買い物�
⑥荷物の整理（複数利用も可）

【費用】1回につき500円
問 練馬区シルバー人材センター ☎3993-7168

ごみの戸別訪問収集 ⇨104p参照
布団の乾燥消毒
　毎月1回専門業者が実施します。6月は薬品消毒、11月ま
たは12月は水洗い、その他の月は乾燥消毒です。

【対象】要介護1〜5で、65歳以上のひとり暮らし、または65
歳以上の高齢者のみの世帯の方

【費用】薬品消毒100円、水洗い300円、乾燥消毒は無料
問 地域包括支援センター ⇨70p参照
問 高齢者支援課高齢給付係 ☎5984-2774

紙おむつなどの支給
　区指定の紙おむつ製品から利用者が選んだものを、申請
月から月1回配送します。区指定の紙おむつなどが持ち込め
ない病院に入院している場合は、申請月から月額4,800円の
おむつ代を支給します。

【対象】常時紙おむつなどを必要とする要介護1〜5の方（所
得制限などあり）

【費用】紙おむつ代の約1割負担（費用が一定額を超える場合、
超えた部分は全額負担）
問 管轄の総合福祉事務所高齢者支援係 ⇨28・149p参照
問 高齢者支援課高齢給付係 ☎5984-2774
寝具のクリーニング
　ひと月あたり2枚クリーニング利用券を交付します。

【対象】65歳以上で要介護3〜5の方
【費用】利用券1枚につき100円自己負担

問 地域包括支援センター ⇨70p参照
問 高齢者支援課高齢給付係 ☎5984-2774

出張調髪
　年5回利用できる出張調髪券を交付します。新規申請の場
合は、申請月により枚数が異なります。

【対象】65歳以上の要介護3〜5の方で外出が困難な方
【費用】1回500円

問 地域包括支援センター ⇨70p参照
問 高齢者支援課高齢給付係 ☎5984-2774
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練馬区わたしの便利帳

外出するとき
リフト付タクシー
　車いすやストレッチャー（寝台）のまま乗り降りできる福祉
車両のタクシーです。区が予約料と迎車料に相当する料金
を負担し利用料金が軽減されます。
※運賃などは本人負担となります。

【対象】65歳以上の要介護3〜5の方で外出時に車いすなど
を利用する方／【申込】区が指定するタクシー会社に利用予
定日の2週間前から電話で予約してください。
問 地域包括支援センター ⇨70p参照
問 高齢者支援課高齢給付係 ☎5984-2774

福祉用具などの給付・貸し出し
車いす・介護用ベッドの貸し出し ⇨59p参照
緊急用車いすの貸し出し ⇨59p参照
福祉用具の相談・展示
　介護機器・補助用具の紹介、使用方法の相談に応じています。
問 地域包括支援センター ⇨70p参照

自立支援用具給付
　65歳以上で、日常生活の動作に何らかの困難があり、自立
支援用具の使用が必要と認められる方（原則として要介護・
要支援と認定された方を除く）に給付します。

【対象品目】
①腰掛便座、入浴補助用具、歩行支援用具（手すり）、スロープ
②�シルバーカー、安全つえ、電磁調理器（②は要介護・要支援
認定された方も対象となることがあります）

【費用】給付費用の1割相当額の自己負担（限度額があります）
問 地域包括支援センター ⇨70p参照

安心のために
高齢者在宅生活あんしん事業
　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などの在宅生活
を支援するため、①緊急通報システム�②生活リズムセンサー�
③定期訪問�④電話訪問�⑤見守り配食をご本人の身体状況
などにより必要なものを組み合わせて提供します。（③と④
の併用はできません。②、⑤は①との併用になります。）

【対象】65歳以上の高齢者で、要介護・要支援・総合事業対象
者の方、または慢性疾患などのため日常生活上常に注意を
要する方で、次の①〜④のいずれかに該当する方
①ひとり暮らし高齢者　②高齢者のみの世帯　③日中または
夜間に独居の高齢者　④同居者全員が介護保険要介護度1〜
5、身体障害者手帳1〜4級、愛の手帳1〜4度または精神障害
者保健福祉手帳1〜3級の世帯に属する方
※�緊急通報システム、生活リズムセンサー、電話訪問について、住まい確
保支援事業（⇨96p参照）をご利用される方は、対象の要件に該当し
ない場合でも利用できます。
※�見守り配食のみをご希望の場合は、高齢者支援課地域包括支援係（☎

5984-1187）までお問い合わせください。

住民税
課税世帯

住民税
非課税世帯

生活保護
世帯

緊急通報システム 400円 300円 無料

生活リズムセンサー 600円 200円 無料

定期訪問 無料 無料 無料

電話訪問 無料 無料 無料

見守り配食 弁当代実費
（料金は配食業者により異なります）。

問 地域包括支援センター ⇨70p参照

ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業
　認知症の方を含むひとり暮らし高齢者などが地域で孤立
することのないよう、地域包括支援センターの訪問支援員と
ボランティアが自宅を訪問し、介護予防など、個々の状況に
応じた支援につなげます。

【対象】65歳以上のひとり暮らし高齢者および高齢者のみ世
帯のうち、介護保険サービスの利用または生活保護を受給し
ていない方など
問 地域包括支援センター ⇨70p参照

認知症高齢者位置情報提供サービス利用料助成
　区と協定を結ぶ事業者の位置情報提供サービスの利用料
の半額を助成します。

【対象】認知症により外出したまま自宅に戻れない症状のあ
る高齢者（若年性認知症の方含む）を介護している方

【費用】月額1,650円
問 地域包括支援センター ⇨70p参照

高齢者補聴器購入費用の助成
　医師により補聴器の必要性が認められた方に補聴器の購
入費用を助成します。

【対象】次の①〜③のすべてに該当する方
①65歳以上の住民税非課税世帯である方
②医師の診断結果を得られる方
③�身体障害者手帳（聴覚障害）をお持ちでない方で、身体障
害者手帳の対象（高度難聴）とならない方

【助成額】25,000円を限度（受診料、文書料などは自己負担）
問 高齢者支援課高齢給付係 ☎5984-2774

【費用】
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その他
家族介護慰労金
　次の条件をすべて満たす介護者に年1回10万円を支給し
ます。
①介護世帯・要介護世帯ともに住民税非課税世帯である
②継続して1年間要介護4〜5の家族を在宅で介護している
③�認定から1年間（3か月以上の入院期間を除く）介護保険
サービスを受けていない

問 管轄の総合福祉事務所高齢者支援係�⇨28・149p参照
問 高齢者支援課高齢給付係� ☎5984-2774

介護学べるサロン
　気軽に足を運べる地域の介護施設などで気分転換や健康
に役立つ学習を行います。日時・場所は「ねりま区報」や区ホー
ムページなどでお知らせします。

【対象】高齢者を介護する家族の方など
問 高齢者支援課在宅介護支援係� ☎5984-4597

はつらつシニア活躍応援塾
　趣味や特技を効果的に教える手法を学んでいただく講座
を実施します。受講者のうち、希望者には講師の体験ができ
る機会を設けています。日時・場所は「ねりま区報」でお知ら
せします。

【対象】おおむね60歳以上で、地域での活動を希望または検
討している方

【費用】無料
問 高齢社会対策課管理係� ☎5984-1068

在宅療養ガイドブック「わが家で生きる」の配布
　在宅療養を支える仕組みや、自宅で受けられる医療や介護
サービスなどをわかりやすく紹介している冊子を配布してい
ます。
※�在宅療養とは、住み慣れた自宅
で医療や介護を受けながら療養
生活を送ることです。

問 �地域医療課� �
医療連携担当係

� ☎5984-4673

居宅火災予防設備
 自動消火器・火災警報器の給付
　自動消火器は、火災時に自動的に消火液を散布するもの
です。1本給付します。また、火災警報器は、火災発生を音な
どで知らせるものです。煙式・熱式各1台を給付します。
【対象】次の①〜③のすべてに該当する方
①65歳以上の方
②�自動消火器は、次のア、イ、ウのいずれかに該当する方、火
災警報器はア、イいずれかに該当し、かつウに該当する方
　ア　介護保険の要介護3〜5と認定された方
　イ　�介護保険の要介護1、2で火の消し忘れなどを起こ

すおそれのある認知症と診断された方
　ウ　ひとり暮らしの方
③�心身機能の低下や居住環境から、防火の配慮が必要な方
（火災警報器は、調査票により判定します）

※居宅に、希望する同種の火災予防設備が設置してある方は除きます。

【費用】無料
問 高齢者支援課高齢給付係� ☎5984-2774

電磁調理器の給付
【対象】調理などで火を扱う際に認知症などで火の消し忘
れがあるなど防災上必要と認められる方

【費用】給付に要する費用の1割相当額（限度額あり）
問 地域包括支援センター�⇨70p参照

防犯ブザーの配布
　防犯目的のほか、地震や火災などの被害に遭ったときに、
居場所を周囲に知らせることができるよう、防犯ブザーを配
布しています。

【対象】65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上のみの世帯の方
※既に配布した方を除きます。

【配布場所】各総合福祉事務所、危機管理課（本庁舎7階）
問 危機管理課安全安心係� ☎5984-1027

緊急一時宿泊
　区が確保している高齢者施設の居室を提供します（原則9
泊10日以内）。

【対象】次の⑴または⑵に該当する方
⑴緊急ショートステイ利用　
介護保険の要介護・要支援認定を受けた方（第2号被保
険者含む）、または健康長寿チェックシートで総合事業の
対象者と判定された方で、次の①②のいずれにも該当す
る方�①介護する家族の急病、けが、親族などの葬儀への
参加などのため家族からの介護を受けられないまたは介
護する家族による虐待が行われている�②介護保険によ
る短期入所生活介護（ショートステイ）の空きがない

⑵緊急保護利用
生活上の諸問題を抱え、援助または緊急の保護を必要と
するおおむね65歳以上の方（介護保険の要介護・要支援
認定を受けた方は除く）

【費用】⑴緊急ショートステイ利用�1泊3,000円�食費などの
利用者負担あり⑵緊急保護利用�宿泊料の利用者負担なし�
食費などの利用者負担あり
問 地域包括支援センター�⇨70p参照
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練馬区わたしの便利帳

住まいの確保
高齢者向け民間賃貸住宅の提供
　公営住宅への入居を希望している方を対象に、民間の賃
貸住宅を紹介し、家賃などを補助します。募集は年1回「ねり
ま区報」でお知らせします。所得制限などがあります。生活保
護を受けている方は対象となりません。一定の期間が経過し
た場合は、家賃などの補助が終了します。詳しくはお問い合
わせください。

【対象】公営住宅への入居を希望し、区内に3年以上居住して
いる65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上を含む60歳
以上の2人世帯の方
問 高齢社会対策課施設係 ☎5984-4586

住まい確保支援事業  
（民間賃貸住宅の物件情報を提供） ⇨96p参照
居住支援（民間保証会社利用による保証の支援）  
⇨96p参照

区立高齢者集合住宅・都営住宅・区営住宅 ⇨95p参照
養護老人ホーム

【対象】経済的理由・家庭の状況により、自宅での生活が困難
なおおむね65歳以上の方（生計中心者が住民税の所得割非
課税であること）

【費用】収入に応じた費用負担
※区内に養護老人ホームはありません。
問 管轄の総合福祉事務所高齢者支援係 ⇨28・149p参照

都市型軽費老人ホーム
　全室個室で、身体機能の低下などにより自立した生活に不
安がある方のための施設です。詳しくはお住まいの地域を
担当する地域包括支援センターへお問い合わせください。
問 地域包括支援センター ⇨70p参照

有料老人ホーム
　施設により入居条件や費用、サービスが異なります。詳し
くは各施設にお問い合わせください。
問 全国有料老人ホーム協会 ☎3548-1077

住まい

住まいの改修など
自立支援住宅改修

予防給付
　手すりの取付、段差の解消、床材や扉の変更、便器の洋式
化を行います。
【対象】65歳以上で、要介護・要支援認定審査の結果、非該
当の判定を受け、身体状況などに関する一定の要件を満た
す方

【費用】工事費の1割が利用者負担、工事費が上限額を超
える場合は超える分の全額が利用者負担

いきがい・仕事
高齢者向けホームページ（シニア ナビ ねりま）

　シニア世代の社会参加を支援するため、区内で活動する
団体の情報をはじめ、シニア世代が利用・参加で
きる区内のサービスや催し物などの情報を発信
しています。
https://snavi-nerima.jp/
問 高齢社会対策課いきがい係 ☎5984-4763

いきがい・余暇
東京都シルバーパス
　申し込みにより発行されるパスで、都営交通（都営バス、都
営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナー）、都内民営の路線バ
スに乗車できます。
※�練馬区では、みどりバス（練馬区コミュニティバス）にも乗車できます。

【対象】70歳以上の方（寝たきりの方は除く）
【費用（年額）】住民税非課税の方または、住民税課税で合計
所得金額135万円以下の方1,000円、住民税課税で合計所
得金額が135万円を超える方20,510円
問 東京バス協会（シルバーパス専用電話）  
 ☎5308-6950

老人クラブ
　おおむね60歳以上の方が地域で自主的にクラブをつくり
活動しています。区は活動費を助成しています。
問 高齢社会対策課いきがい係 ☎5984-4763

高齢者サークル助成
　高齢者サークルが主催する特別事業（会員以外の区民参
加中心の事業やボランティア事業）に助成します。

【対象】 会員がおおむね60歳以上のサークル（その他要件あり）
【助成額】年間40,000円を限度（助成対象経費1/2程度）

問 高齢社会対策課いきがい係 ☎5984-4763

設備給付
　浴槽・流し・洗面台の取替、便器の洋式化、玄関の造作物の
撤去、階段昇降機などの設置を行います。
【対象】65歳以上で、要介護・要支援認定を受けている方
【費用】工事費の1割が利用者負担、工事費が上限額を超
える場合は超える分の全額が利用者負担

※�各工事別に上限額や要件などがありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

問 地域包括支援センター ⇨70p参照

住宅修築資金の融資あっせん ⇨99p参照
耐震診断・耐震改修工事などの費用助成 ⇨14p参照
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高齢者施設
はつらつセンター・敬老館・敬老室

はつらつセンター
　健康づくり・レクリエーションなどの事業や活動・交流の場
を総合的に提供する施設です。区内に4か所（光が丘・関・豊
玉・大泉）あります。
【対象】60歳以上の個人・団体
【利用時間】午前9時〜午後5時（豊玉・大泉は午後9時30分）
【休館日】日曜・祝休日（敬老の日除く）、年末年始
※豊玉・大泉は年末年始のみ

敬老館
　憩いと交流の場と皆さんの健康づくり・趣味活動などを支
援する施設です。区内に11館あります。
【対象】60歳以上の方
【利用時間】午前9時〜午後5時
【休館日】日曜・祝休日（敬老の日除く）、年末年始

仕事の紹介・相談
シルバー人材センター
　高齢者にふさわしい仕事を引き受け、会員の経験・技能に
応じた就業の機会を提供します。入会には、毎月開催する「入
会説明会」に出席することが必要です（事前予約制）。

【会員資格】健康で働く意欲のある方（おおむね60歳以上）
【会費】2,000円（年額）

問 練馬区シルバー人材センター ☎3993-7168

シニア就職支援セミナー
　就職を支援するセミナーを、区内2地域で開催するほか、
個別相談を行います。

【対象】おおむね60歳以上の方
【費用】無料
【受講者の募集】「ねりま区報」で行います。

シニア職場体験事業
　ハローワークで就職に向けた面談を行い、事業担当者が
同行して高齢者の雇用を希望する中小企業で職場体験を実
施します。

【対象】おおむね60歳以上の、就職を希望している方
【費用】無料

シニアセカンドキャリア応援セミナー
　高齢期においても、いきいきと生活できるよう、就職や起業、
地域活動などの選択肢を紹介します。

【対象】おおむね60歳以上の方
【費用】無料
【受講者の募集】「ねりま区報」で行います。

問 高齢社会対策課いきがい係 ☎5984-4763

東京しごとセンター（シニアコーナー） ☎5211-2335
　55歳以上の方を対象に、職業経験や経歴、希望に応じた仕
事探しのアドバイスをする就業相談や、各種セミナー・講習な
どを行っています。

寿大学通信講座
　俳句と書道の添削指導を行います（スクーリングあり）。

【対象】60歳以上の方
【費用】無料

問 生涯学習センター ☎3991-1667

高齢者いきいき健康事業
　高齢期を迎えられた方が、ますます健康でいきいきと社会
参加できるよう支援するため、ご希望のメニューに利用できる
「いきいき健康券」を交付します。

対象
　当該年度末（3月31日）現在75歳以上で、練馬区に住民登
録をしている方

内容
　次のメニューから1つ利用できます。
　①区内公衆浴場（7回補助券・自己負担1回50円）�②区内
理容店・美容店（3千円補助券）�③区内はり・灸・マッサージ・
指圧施術所（1回補助券・自己負担1回300円）�④豊島園庭
の湯（平日2回無料券）�⑤区立少年自然の家「ベルデ」（3千円
食事補助券）�⑥区内スポーツクラブ（2回無料券）�⑦練馬区
いきがいデイサービス（5回無料券）
問 高齢者いきいき健康事業担当 ☎6758-1722

敬老祝品の贈呈
　区内最高齢の方、100歳以上の方、白寿（99歳）、米寿（88歳）の
方にお祝品を贈呈します。祝品は9月に自宅へ届けます。
問 高齢社会対策課いきがい係 ☎5984-4763

スポーツ教室 ⇨123p参照

敬老室
厚生文化会館と地区区民館（高松を除く21館）にあります。

【対象】60歳以上の方
【利用時間】午前9時〜午後5時
【休館日】日曜・祝休日（地区区民館は各館で異なる）、年末
年始

詳しくは、各施設までお問い合わせください。
問 各はつらつセンター ⇨133p参照
問 各敬老館 ⇨133p参照
問 各地区区民館 ⇨143p参照
問 厚生文化会館 ☎3991-3080
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練馬区わたしの便利帳

介護保険

介護保険被保険者証
　介護保険の要介護認定の申請をするときやサービスを利
用するときに必要になります。大切に保管してください。

第1号被保険者
　65歳になる前の月に交付（郵送）します。

第2号被保険者
　要介護・要支援認定を受けた方に交付します。

加入対象者
　区にお住まいの方（在留期間が3か月以下または入国が医
療目的や観光・保養目的の外国籍の方を除く）で、次のいず
れかに該当する方全員が加入します。原則として加入の届出
は必要ありません。

第1号被保険者
　65歳以上の方

第2号被保険者
　医療保険に加入している40歳から64歳までの方

介護保険への加入

問 介護保険課 ☎3993-1111㈹
　介護保険は、介護が必要な状態になっても住み慣れた
地域で安心して暮らし続けられるよう、必要な介護サー
ビスを総合的に利用できる社会保険制度です。

転入されてきた方
前住所地で要介護・要支援認定を受けていた方
　地域包括支援センター（⇨70p参照）または介護保険課で、
転入してから14日以内に要介護・要支援認定申請をしてくだ
さい。

前住所地で負担限度額認定証などをお持ちだった方
　介護保険課または管轄の総合福祉事務所（⇨28・149p参
照）で申請をしてください。

転出される方
　転出後、介護保険被保険者証をお返しください。
　なお、転出先が介護保険施設（特別養護老人ホームなど）、
養護老人ホーム、特定施設（有料老人ホームなど）の方は別
に手続きが必要となる場合があります。詳しくはお問い合わ
せください。

要介護・要支援認定を受けている方
　新しい住所地で転入日から14日以内に要介護・要支援認
定申請をしてください。

転入・転出の際の手続き

　保険料は介護保険制度を支えるための大切な財源です。

保険料の算定方法
第1号被保険者
　65歳以上の方の介護保険料は本人の所得や世帯の特別
区民税課税状況などに応じて17段階に分かれます。
　区では必要な介護サービス費用をまかなえるように、3年
ごとに見直しています。令和3年度から5年度までの3年間の
基準額は79,200円（年額）です。
※�詳細は介護保険パンフレット「すぐわかる介護保険」をご覧ください。

第2号被保険者
　40〜64歳の方の介護保険料は加入している医療保険ご
との算定方法により計算されます。

介護保険料

保険料の納付
第1号被保険者
　65歳の誕生日の「前日」の月分から納め始めます。65歳に
なると、医療保険での納付から区への納付に切り替わります。
【納付方法】

※�保険料の納め方は選択できません。一定の条件に当てはまると、
特別徴収が開始されます。
第2号被保険者
　40歳の誕生日の「前日」の月分から納め始めます。
【納付方法】加入している医療保険で、医療分と介護分を
合わせて納めます。

・�老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金の
うち、いずれか一つの年金の年額が18
万円以上の方

年金から徴収
（特別徴収）

・�年金の年額が18万円未満の方
・年金を受給していない方
・�年金が一時差し止めになった方
・�年金途中で65歳になった方
・�年金途中で他の区市町村から転入した方
・�年度の途中で保険料が変更となった方

納付書や口座振替
により納付
（普通徴収）

介護保険パンフレット
　介護保険の仕組みを分かりやすく説明した「すぐわかる介
護保険」を発行しています。

【配布場所】介護保険課、地域包括支援センター、各区民事務
所（練馬を除く）など
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認定の申請
　介護保険のサービスを利用するには、区から認定を受ける
必要があります。認定の申請は、本人や家族が、地域包括支
援センター（⇨70p参照）や介護保険課へ直接、または指定
居宅介護支援事業者などを通して行います。

認定までの流れ
　調査員が自宅などを訪問して本人や家族から、心身の状態
や日頃の生活、家族、居住環境などについて聞き取りや動作
確認の調査をします。その結果と主治医の意見書をもとに、
保健・医療・福祉の専門家から構成される介護認定審査会で、
介護の必要な度合い（非該当、要支援1・2、要介護1〜5）を審
査・判定し、区が認定します。
※�非該当と認定された方は、介護保険のサービスは利用できませんが、
区の福祉サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用できる
場合があります。詳しくは�⇨73pをご覧ください。

認定の対象者
第1号被保険者
　病気やけがなど原因にかかわらず介護や支援を要する状
態の方

第2号被保険者
　脳血管疾患やがん（医師が一般に認められている医学的
知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した
ものに限る）など加齢による心身の変化に伴う16の特定疾
病が原因で介護や支援を要する状態の方

要介護・要支援認定

要支援1・2の認定を受けた方
　介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業
（⇨73p参照）を利用する場合、地域包括支援センターへ介
護予防サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼します。地
域包括支援センターの職員などが、本人の心身や生活の状
況を調査して、どのようなサービスをどのくらい利用するか
などを決めるケアプランを作成します。
　このケアプランに基づいてサービスを利用します。

要介護1〜5の認定を受けた方
居宅サービスを利用する場合
　居宅介護支援事業者に居宅サービス計画（ケアプラン）の
作成を依頼します。居宅介護支援事業者のケアマネジャー
が本人の心身や生活の状況を調査して、どのようなサービス
をどのくらい利用するかなどを決めるケアプランを作成します。
　このケアプランに基づいてサービスを利用します。

施設サービスを利用する場合
　入所を希望する特別養護老人ホーム（⇨133p参照）など
の介護保険施設へ直接申し込みます。入所すると施設のケ
アマネジャーがケアプランを作成します。
　このケアプランに基づいてサービスを利用します。

介護保険のサービス利用
　認定を受けた介護の必要な度合いによって利用できるサー
ビスは異なります。�⇨80p参照

保険料負担の軽減
　災害など特別な事情で、一時的に収入が減少し保険料を
納めることが困難な方を対象に、保険料を減免できる場合が
あります。
　また、所得段階が第2段階または第3段階に該当する方の
うち、一定の要件を満たす生計困難な方には第1段階の保険
料額に減額する制度があります。
　いずれも、対象の要件や申請方法など詳しくはお問い合わ
せください。

保険料を滞納した場合
　特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納
期間に応じて次のような措置がとられます。

滞納期間が1年以上の場合
　利用したサービス費用は全額自己負担となります。その後、
利用者からの申請により保険給付費（本来の自己負担を除く
費用）を返還します。

滞納期間が1年6か月以上の場合
　利用したサービス費用は全額自己負担となります。保険給
付費（本来の自己負担を除く費用）についても、一部または全
部が一時的に差し止めとなります。

滞納期間が2年以上の場合
　滞納している期間に応じて、利用したサービス費用の自己
負担割合が、一定期間3割（本来の自己負担割合が3割の場
合は4割）に引き上げられます。また、高額介護（介護予防）サー
ビス費などの支給が受けられなくなります。

滞納処分（差押え）の対象となることがあります。

まずは納付相談を
　納期限を過ぎた保険料は、原則一括払いでの納付です。
　一括での納付が困難な場合は、納付方法のご相談をお受
けします。詳しくはお問い合わせください。
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練馬区わたしの便利帳

☆印のサービス…要介護・要支援の認定を受けた方が利用できます。
◎印のサービス…要支援1・2の方は利用できません。
△印のサービス…認定された介護の必要な度合いによって利用できないことがあります。
□印のサービス…要支援1・2の方は介護予防・生活支援サービス事業の「訪問型サービス」「通所型サービス」を利用できます。⇨73ｐ参照

サービスの種類 サービスの内容

介
護
予
防・居
宅
サ
ー
ビ
ス

□ 訪問介護（ホームヘルプサービス）ホームヘルパーが自宅を訪問して行う身体介護や生活援助など

☆ 訪問入浴介護 介護職員と看護職員が自宅を訪問し浴槽を提供して行う入浴介護

☆ 訪問看護 看護師などが自宅を訪問して行う療養上の必要なサービスや診療の補助

☆ 訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問して行うリハビリテーション

☆ 居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが自宅を訪問して行う療養上の管理や指導

☆
△ 福祉用具の貸与 歩行補助つえ、車いす、特殊寝台などの貸与

※要介護度によっては対象とならないものがあります。

☆ 福祉用具購入費の支給 腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽などの購入費の支給
※指定を受けた事業所で購入した場合のみ支給します。　※支給限度額があります。

☆ 住宅改修費の支給 手すりの取付、段差の解消、便器の洋式化などの住宅改修費の支給
※工事の着工前に区の承認が必要になります。　※支給限度額があります。

□ 通所介護（デイサービス） 定員19人以上のデイサービスセンターに通って受ける生活援助や機能訓練など

☆ 通所リハビリテーション（デイケア）介護老人保健施設や医療機関などに通って受けるリハビリテーション

☆ 短期入所生活介護（ショートステイ）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期入所して受ける生活援助や機能訓練など

☆ 短期入所療養介護
（医療型ショートステイ） 介護老人保健施設などに短期入所して受ける看護や機能訓練など

☆ 特定施設入居者生活介護 指定を受けた有料老人ホームなどに入所して受ける生活援助や機能訓練など

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

◎ 定期巡回・
随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて受ける定期巡回および随時の訪問介護や訪問看護サービスなど
※随時訪問は、利用者や家族などが通報や電話などをすることで受けられます。

◎ 夜間対応型訪問介護 夜間に受ける定期巡回および随時対応の訪問介護サービス

□ 地域密着型通所介護
（地域密着型デイサービス）

定員18人以下の小規模なデイサービスセンターに通って受ける食事・入浴などの介護や機能
訓練など

☆ 認知症対応型通所介護
（認知症対応型デイサービス） 認知症の方がデイサービスセンターに通って受ける食事・入浴などの介護や機能訓練など

☆ 小規模多機能型居宅介護 施設への「通い」を中心に、利用者の状態や希望などに応じて、自宅に来てもらう「訪問」や施設
への「宿泊」を組み合わせて受ける介護や機能訓練など

◎ 看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護（通い・訪問・宿泊）のサービスに加えて、必要に応じて看護職員に自
宅に来てもらう「訪問看護」を組み合わせたサービス

☆
△
認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

認知症の方が少人数で共同生活をしながら、家庭的な環境の中で受ける介護や機能訓練など
※要支援1の方は利用できません。

施
設
サ
ー
ビ
ス

◎ 介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

寝たきりなど常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して日常生活の介護などを
受ける施設�※新規に入所できるのは原則として要介護3以上の方

◎ 介護老人保健施設 病状が安定した方が入所して、医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリテーションなどを
受ける施設

◎ 介護療養型医療施設 急性期の治療を終えて病状は安定しているものの、長期間の療養が必要な方が入所して、医
療や看護、リハビリテーションなどを受ける施設

◎ 介護医療院 日常的な医学管理が必要な重度介護の方が入所して、医療、看護、看取り、ターミナルケアな
どを受ける施設

介護サービスの種類
　介護保険のサービスは、認定された介護の必要な度合い
によって利用できるサービスの種類や提供内容が異なります。
　要支援1または2と認定された方は、心身の状態が維持・改
善される可能性が高いため、生活機能の維持・向上を目的と

した介護予防・日常生活支援総合事業（⇨73p参照）や介護
予防サービスを利用します。
　要介護1〜5と認定された方は、食事、入浴、排せつなど、日
常生活に何らかの介護を要すると見込まれるため、介護の必
要な程度に応じたサービスを利用します。
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サービス費用の自己負担
　介護保険のサービスを利用した場合は、サービス費用の1
割から3割を利用者が負担します。また、施設を利用するサー
ビスの場合には、1割から3割の負担のほかに食費や居住費
（滞在費）、日常生活費などを利用者が負担します。なお、要
介護認定などを受けた方には、自己負担の割合を示した「負
担割合証」が交付されます。

自己負担の軽減
　いずれも申請が必要です。軽減の対象や申請について、詳
しくは介護保険課給付係にお問い合わせください。

施設利用時の居住費（滞在費）・食費の軽減
　世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が特別区民税非課税で
預貯金額などの資産が一定額以下の場合には、介護保険施
設などを利用（入所・短期入所）したときの居住費（滞在費）と
食費が減額されます。減額は申請した月の1日から適用にな
ります。

生計が困難な方への自己負担の軽減
　一定の要件に該当する方が、軽減を実施している事業者
でサービスを利用した場合、自己負担額（サービス費や居住
費、食費）が4分の3に軽減されます（老齢福祉年金受給者は
2分の1）。減額は申請した月の1日から適用になります。

高額介護（介護予防）サービス費の支給
　世帯内で同一月内に利用したサービスの自己負担額の合
計が一定額を越えたときは、申請により超えた分を後から支
給します。対象となる方には、サービス利用月からおおむね2
〜3か月後に区から申請書をお送りします。

高額医療・高額介護（介護予防）合算制度
　医療保険と介護保険サービスの自己負担額の合計が一定
の年間限度額を超えた場合に、超えた分のうち介護保険の
利用割合に応じた額を申請により後から支給します。自己負
担の限度額は世帯で計算し、年齢・所得によって変わります。
　対象となる方には、加入している医療保険の保険者または
東京都後期高齢者医療広域連合から、2月以降に申請書をお
送りします。

特別な事情があるときの自己負担の軽減
　災害などの特別な理由により自己負担の支払いが困難に
なった場合には、申請によりサービス費用の自己負担額が減
額・免除されることがあります。

地域包括支援センター ⇨70p参照
介護保険課� ☎3993-1111㈹

介護サービスの利用に関する相談、苦情、  
要望

①�指定居宅介護支援事業者、サービス提供事業者、地域包
括支援センターへ直接
②�練馬区保健福祉サービス苦情調整委員（第三者機関）� �
詳しくは�⇨112pをご覧ください。
③�東京都国民健康保険団体連合会介護相談窓口
　☎6238-0177
【相談日】月〜金曜（祝休日・年末年始除く）
【相談時間】午前9時〜午後5時

その他の介護サービスや事業者などに関す
る情報
練馬区ホームページ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/
とうきょう福祉ナビゲーション
https://www.fukunavi.or.jp/
WAM NET （福祉医療機構）
https://www.wam.go.jp/

認知症の方の相談
地域包括支援センター ⇨70p参照
認知症介護家族による介護なんでも電話相談 ⇨71p参照
 認知症てれほん相談 ⇨71p参照

介護保険に関する問合せ
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練馬区わたしの便利帳

生活の援助

生活相談

　病気やけが、高齢や障害、離別や死別など、やむを得ない
事情により生活費や医療費などの支払いに困ることがありま
す。生活保護は、このようなとき、憲法第25条で定められた「健
康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、生活の
自立を援助することを目的とした制度です。
問 管轄の総合福祉事務所相談係 ⇨28・149p参照

生活保護

民生・児童委員
　生活に困っている方や、高齢者や障害のある方、子育て中
の方などの相談を受け、関係機関へつなぐなどの支援を行っ
ています。区では、約570人の民生・児童委員（そのうち40
人は主に児童福祉に関して活動している主任児童委員）が活
動しています。各地区の委員の名前、連絡先はお問い合わせ
ください。
問 管轄の総合福祉事務所管理係 ⇨28・149p参照

生活サポートセンター
　生活保護に至る前の段階にある、生活や仕事、家計のやり
くりなどさまざまな理由で経済的にお困りの方に対して、抱
えている課題をいっしょに整理し、関係機関と連携しながら自
立に向けた支援を行っています。
問 生活サポートセンター ☎3993-9963

総合福祉事務所
　生活保護、ひとり親世帯、高齢者、障害者の方などの生活
上の問題について、相談を行っています。
問 管轄の総合福祉事務所 ⇨28・149p参照

女性・母子・その他の相談
管轄の総合福祉事務所相談係 ⇨28・149p参照

男女共同参画センターえーる相談室 ☎3996-9050
総合相談

【相談日】年末年始および施設点検日を除く毎日
【相談時間】午前9時〜午後7時（祝休日は午後5時まで）
※第3土曜午前9時〜午後5時は性的マイノリティ相談を開設
※�第2火曜午後3時〜午後7時は男性のための相談（電話相談）を開設
（予約制）

 配偶者等の暴力（DV）に対する専門相談  
（カウンセリング：予約制）
【相談日】月・水・金曜
※毎月第1金曜は、練馬区区民相談所で実施

【相談時間】月曜：午前9時〜午後5時、水・金曜：午前10時
〜午後7時（※第1金曜は、午前9時〜午後5時）

【予約】年末年始および施設点検日を除く毎日：午前9時〜
午後7時（祝休日は午後5時まで）、練馬区区民相談所分も
含む

ねりまDV専用ダイヤル ☎5393-3434
【相談日】年末年始を除く毎日
【相談時間】午前9時〜午後9時（土・日曜は午後7時まで、祝
休日は午後5時まで）

東京都女性相談センター
電話相談。必要に応じて面接相談（予約制）�☎5261-3110

【相談時間】月〜金曜：午前9時〜午後9時
土・日・祝休日・年末年始：午前9時〜午後5時
電話相談受付時間外の緊急の場合� ☎5261-3911

東京ウィメンズプラザ
 配偶者からの暴力（DV）、交際相手からの暴力（デート
DV）、セクシュアルハラスメント、夫婦・親子の問題、
生き方や職場の人間関係などの相談
　電話相談。必要に応じて面接相談（予約制）�☎5467-2455
【相談日】年末年始を除く毎日
【相談時間】午前9時〜午後9時

男性のための悩み相談
　男性の抱えるさまざまな悩み相談。電話相談。必要に応じ
て面接相談（予約制）� ☎3400-5313
【相談日】月・水・木・土曜（祝休日・年末年始を除く）
【相談時間】月・水・木曜：午後5時〜午後8時、土曜：午後2時
〜午後5時

女性の人権ホットライン ☎0570-070-810�
　DV、セクハラ、ストーカー行為などの女性をめぐるさまざ
まな人権問題について、東京法務局人権擁護事務担当職員
または人権擁護委員による相談。電話相談または面接相談。

【相談日】月〜金曜（祝休日・年末年始を除く）
【相談時間】午前8時30分〜午後5時15分
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

ひとり親家庭総合相談窓口
　各家庭に必要な支援窓口を適切に案内するほか、専門相
談員が自立に向けたプランを作成するなど、各家庭の事情に
寄り添った専門的な支援を行います。

【相談時間】平日午前8時30分〜午後8時（午後5時15分以
降は当日午後5時までに要予約）、第2・4土曜午前10時〜午
後4時（1週間前の金曜午後5時までに要予約）
　また、①弁護士による法律相談、②専門相談員による出張
相談、③家計相談も行っています。いずれも予約制です。
※�①〜③の実施日について、詳しくはお問い合わせください。
問 生活福祉課ひとり親家庭支援係 ☎5984-1319

東京都ひとり親家庭支援センター　はあと
　ひとり親家庭のさまざまな相談に応じています。

はあと ☎6272-8720
　生活相談、養育費相談、離婚前後の法律相談、面会交流支
援などを行っています。
【受付時間】火〜金曜　午前9時〜午後8時30分、月・土・日
曜・祝休日　午前9時〜午後5時30分
はあと飯田橋 ☎3263-3451
　就業相談、職業紹介を行っています。
【受付時間】月・水・木・土・日曜・祝休日　午前9時〜午後5
時30分、火・金曜　午前9時〜午後8時30分

ひとり親（母子・父子）家庭
ひとり親家庭のしおり

　相談窓口や、各種支援制度をまとめた「ひとり親家庭のし
おり」を隔年（2年に1回）発行しています。
問 生活福祉課ひとり親家庭支援係 ☎5984-1319

相談窓口

ひとり親家庭等医療費助成（○親 医療証）
　ひとり親家庭、またはこれに準ずる家庭の方に、○親医療証
を交付し、健康保険で医療を受けたときの自己負担金（食事
療養費を除く）を助成します。ただし、所得制限があります。
また、住民税課税世帯の方は一部自己負担金があります。
問 子育て支援課児童手当係 ☎5984-5824

子育て
養育費の取り決めに関する公正証書作成等の費用助成
　養育費の取り決めに関する次の費用を助成します。

 対象
①�公正証書作成にかかる公証人手数料（強制執行認諾条
項付きに限る）
②�家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に必要な収入印
紙代、戸籍謄本取得代、連絡用切手代

問 生活福祉課ひとり親家庭支援係 ☎5984-1319

ひとり親家庭ホームヘルプサービス 
対象
　小学生以下のお子さんがいるひとり親家庭

 内容
　子どもの見守りや保育園の送迎などに支障があるときに、
ホームヘルパーの利用を支援します。派遣回数は原則、月
12日までです（区が必要と認めた場合は月24日まで）。所得
に応じて費用負担があります。
問 管轄の総合福祉事務所相談係 ⇨28・149p参照

ひとり親家庭等休養ホーム
　ひとり親家庭または寡婦の方を対象に、国民宿舎などの利
用料の一部を助成しています。
問 管轄の総合福祉事務所相談係 ⇨28・149p参照

83

保
健
、福
祉

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_前半.indd   83２２０９練馬区8(SG40)行政最終_前半.indd   83 2022/08/18   10:59:542022/08/18   10:59:54



練馬区わたしの便利帳

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
　区内にお住まいの一定の条件を満たすひとり親家庭の父
または母が、就労に役立てるため、区の指定を受けて教育訓
練講座を受講した場合に、本人が負担した受講費の60％（上
限あり、下限12,001円）に相当する費用を受講修了後に支
給します。受講申し込み前の相談が必要です。
問 管轄の総合福祉事務所相談係 ⇨28・149p参照
問 生活福祉課ひとり親家庭支援係 ☎5984-1319

ひとり親家庭高等職業訓練促進等給付金
　区内にお住まいの一定の条件を満たすひとり親家庭の父
または母が、区が指定した対象資格を取得するため養成機関
で修業する間の生活費を支給します。事前の相談が必要です。

 種類
【促進給付金】修業期間（上限あり）に支給
【修了支援給付金】修業修了後に支給
 金額

【促進給付金（月額）】140,000円� �
【修了支援給付金（一時金）】住民税非課税世帯は50,000
円、住民税課税世帯は25,000円

問 管轄の総合福祉事務所相談係 ⇨28・149p参照
問 生活福祉課ひとり親家庭支援係 ☎5984-1319

高等学校卒業程度認定試験合格支援
　区内にお住まいの一定の条件を満たすひとり親家庭の親
またはお子さんが、高卒認定試験の対策講座を受講する場
合に、最大15万円を支給します。受講申し込み前の相談が
必要です。

 支給額
受講経費の一部
⑴受講開始時30％
⑵受講修了時10％
⑶合格時20％

問 生活福祉課ひとり親家庭支援係 ☎5984-1319

仕事 住まい
居住支援（民間保証会社利用による保証の支援）

 対象
　区内に2年以上居住する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

 内容
　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民間保証会
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。
問 管轄の総合福祉事務所相談係 ⇨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）
⇨96p参照

母子生活支援施設
　生活上の問題を抱えた18歳未満の児童を養育している母
子家庭やこれに準ずる母子が利用できる児童福祉施設です。
居室の提供や、自立に向けた母子への支援をします。
問 管轄の総合福祉事務所相談係 ⇨28・149p参照

区営住宅・都営住宅
　入居者の募集について優遇などの制度があります（ただし
所得や年齢などの要件があります）。
　申し込み方法などは、「公共賃貸住宅への入居」�⇨95p参照

区営住宅
　ひとり親家庭などに限った募集区分があります。

 都営住宅
　ひとり親家庭などに限った「ポイント方式」の募集があります。
また、一般募集では抽せんの際に優遇を受けられる場合があ
ります。申し込み方法などは、「公共賃貸住宅への入居」�
⇨95p参照
問 区営住宅に関すること 住宅課住宅係 ☎5984-1619
問  都営住宅に関すること 東京都住宅供給公社  

都営住宅募集センター ☎3498-8894

その他の制度
児童手当・児童扶養手当などについて�⇨56p参照
都立職業能力開発センター・校について�⇨92p参照
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

　貸付は、相談・審査の上、可否を決定します。資金によっては別に条件がある場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
種　類 対　象 貸付限度額 利　子 返済条件など 問合せ

応急小口資金

区内に1か月以上住み、生活保護を受
けておらず、災害や病気などで緊急に
費用が必要となり、その調達が困難な
方で返済が確実な方
※要保証人（資金により取扱いが異なる）

20万円
特別貸付
区内転居：30万円
災害：40万円
医療：60万円

無利子

据置：1か月
返済：20か月以
内〜60か月以内
（貸付額による）

管轄の総合福祉
事務所相談係
練馬
☎5984-4742
光が丘
☎5997-7714
石神井
☎5393-2802
大泉
☎5905-5263

入院資金
区内に1か月以上住み、65歳以上また
は身体障害者手帳・愛の手帳をお持ち
で入院中の療養費・差額ベッド代など
の支払いが困難な方�※要保証人

120万円 無利子

据置：退院後� �
2か月
返済：10か月以
内〜60か月以内
（貸付額による）

東京都母子及び
父子福祉資金

（事業開始、事業継続、技
能習得、修業、就職支度、
医療介護、生活、住宅、転
宅、結婚、修学、就学支度）

都内に6か月以上住み、現に練馬区内
に住所があり、20歳未満のお子さん
等を扶養している母子家庭または父
子家庭
※要保証人（資金により取扱いが異なる）

資金の種類に
よって
6万4,300円〜
314万円

資金の種類に
よって無利子、
または年利率
1％

�据置：6か月以内
〜1年以内（資
金による）
返済：3年以内
〜20年以内（資
金による）

女性福祉資金
（事業開始、事業継続、技
能習得、就職支度、医療
介護、生活、住宅、転宅、
結婚、修学、就学支度）

都内に6か月以上住み、現に練馬区内
に住所があり、配偶者がいない女性で、
親、子、兄弟姉妹などを扶養している
方。または、25歳以上の単身者で前年
の所得が一定基準以下の方
※要保証人（資金により取扱いが異なる）

資金の種類に
よって
6万4,300円〜
303万円

資金の種類に
よって無利子、
または年利率
1％

�据置：6か月以内
〜1年以内（資
金による）
返済：3年以内
〜20年以内（資
金による）

福祉資金

①収入が少ない世帯
②「身体障害者手帳」・「愛の手帳」・「精
神障害者保健福祉手帳」の交付を
受けた方の属する世帯

③�日常生活に介護や療養を必要とす
る高齢者の属する世帯

資金の種類に
よって異なる

保証人有の場合
無利子
保証人無の場合
年利率1.5％

資金の種類に
よって異なる

練馬区社会福祉
協議会生活福祉係
☎3991-5560

教育支援資金 収入が少ない世帯 資金の種類に
よって異なる 無利子 14年以内

緊急小口資金 収入が少ない世帯 10万円以内 無利子 12か月以内

総合支援資金
（住宅入居費、一時生活
再建費、生活支援費）

失業などで日常生活全般に困難を抱
え、生活の建て直しのために継続的な
相談支援と生活費および一時的な資
金を必要とし、貸付を行うことにより自
立が見込める世帯

資金の種類に
よって異なる

保証人有の場合
無利子
保証人無の場合
年利率1.5％

10年以内

不動産担保型
生活資金

次の条件をいずれも満たす方
①�申込者が単独所有する不動産に居��
住していること（土地の評価額がお
おむね1,500万円以上の一戸建て
住宅）
②世帯構成員が65歳以上であること
③�特別区民税非課税および均等割課
税程度の低所得世帯
④�配偶者または親以外の同居人がい
ないこと
⑤�不動産に賃借権などの利用権およ
び抵当権などの担保権が設定され
ていないこと

※原則要保証人

月30万円以内

年度ごとに、年
利率3％または、
長期プライム
レートのいずれ
か低いほう

貸付契約終了
後、据置期間
（3か月）の終
了日までに貸
付元利金を一
括返済（平成
21年11月1
日以降契約に
適用）

ひとり親家庭
高等職業訓練促進

資金貸付事業

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付
金の支給対象者

入学準備金：
50万円以内
就職準備金：
20万円以内

保証人有の場合
無利子
保証人無の場合
年利率1.0％

返済について
は個別にお問
い合わせくだ
さい。

次の条件をいずれも満たす方
①�児童扶養手当の支給を受けている方
（所得が同水準の方を含む）
②�原則として東京都に住民登録してい
る方
③�母子・父子自立支援プログラムの策
定を受けて、自立を目指している方

住宅支援資金：
月額4万円以内
（上限12か月）

無利子

福祉資金の貸付

※各資金には別に条件があります。詳しくは、お問い合わせください。
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練馬区わたしの便利帳

中国残留邦人等への支援
 支援給付制度についての相談
　中国残留邦人等の方に対する支援給付制度について、相
談を行っています。

生活のための支援
　中国残留邦人等とその同伴帰国された家族が、地域で自
立した生活を送ることができるよう、地域住民との交流、通訳
の派遣などの支援を行います。
問 練馬総合福祉事務所援護係 ☎5984-4603

原爆被爆者への見舞金
　8月1日現在区内に住所があり、引き続き区内に居住して
いる方で被爆者健康手帳をお持ちの方に、年1回12,500円
を支給します。
問 障害者施策推進課管理係  
 ☎5984-4598/FAX5984-1215

原爆被爆者の援護
被爆者健康手帳、健康管理手当について
　被爆者健康手帳の住所変更、再交付、健康管理手当の受
給継続などの受付を行っています。
問 豊玉保健相談所 ☎3992-1188
問 石神井保健相談所 ☎3996-0634
問 保健予防課予防係 ☎5984-2484

その他の助成について
　被爆者健康手帳をお持ちの方に都営交通の無料パスの交
付などの受付を行っています。
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

戦傷病者の特別援護
　戦傷病者手帳をお持ちの方に、都営交通の無料パス、補装
具などの交付を行っています。
問 管轄の総合福祉事務所障害者支援係 ⇨28・149p参照

戦争犠牲者の援助
　戦没者の遺族への特別弔慰金、戦傷病者の妻などへの特
別給付金の受付を行っています。
問 福祉部管理課地域福祉係 ☎5984-2716

戦争犠牲者のために
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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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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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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

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

92

暮
ら
し

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   92２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   92 2022/08/18   11:00:142022/08/18   11:00:14
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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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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

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

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

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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練馬区わたしの便利帳

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

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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練馬区わたしの便利帳

リサイクル、ごみ

リサイクル、ごみ、環境

資源として回収しているもの
容器包装プラスチック　週1回
　プラスチック製の「容器（入れもの）」や「包装（包み、袋）」で、中
身（商品）を取り出したり、使い切ったりした後に不用となるもの。
　目印として （プラマーク）が表示されています。
【例】シャンプー・リンス・洗剤のボトル、カップ麺の容器、卵・イ
チゴのパック、菓子袋・レジ袋など。
【出し方】汚れのあるものはすすいで、ふた付きのごみ容器ま
たは透明や半透明の袋で、回収日当日の午前8時までに集積
所に出してください。
※�すすいでも汚れやにおいの落ちない容器包装プラスチックは、可燃ご
みに出してください。
※回収後、異物を手作業で取り除くため、二重袋にはしないでください。
※ペットボトルはペットボトル回収に出してください。
問 管轄の清掃事務所 ⇨28・146p参照

古紙（新聞（折込チラシ）、雑誌・雑紙、ダンボール、  
紙パック（アルミ付も可））　週1回
　「集団回収」（⇨103p参照）に参加されている方は、集団回
収にお出しください。
　「集団回収」に参加されていない方は、週1回「古紙回収の日」へ
【出し方】ひもで束ねて、回収日当日の午前8時までに、集積
所に出してください。
※�本・パンフレット・メモ用紙・菓子箱なども古紙として出してください。
問 清掃リサイクル課リサイクル推進係 ☎5984-1097
問 管轄の清掃事務所 ⇨28・146p参照

資源・ごみの分け方と出し方

古着・古布
　「集団回収」に参加されていない方は、毎月決められた日時
に下表のとおり、区立施設などの指定された場所までお持ち
ください（洗うなどして、透明か半透明の袋に入れてください）。

回収日 回収場所 回収時間

毎週
日曜

資源循環センター 午前9時〜正午

大泉ケアハウス
（大泉特別養護老人ホーム）

午後1時〜午後3時

毎週
土曜

春日町リサイクルセンター
関町リサイクルセンター
豊玉リサイクルセンター
大泉リサイクルセンター
石神井清掃事務所（駐車場）
区役所本庁舎（正面玄関）

午前9時〜正午

石神井庁舎（駐車場） 午後2時〜午後3時

5日
15日

南大泉地区区民館（北側）
大泉北地域集会所（南側）
桜台地域集会所（北側）
練馬文化センター（北側）※1
高松地区区民館（北側）

午前8時30分〜午前9時30分
午前10時〜午前11時
午後0時30分〜午後1時30分
午後2時〜午後3時
午後3時30分〜午後4時30分

6日
16日

稲荷山図書館（南側）
南大泉地域集会所（駐車場）
大泉学園地区区民館（北側）
三原台地域集会所（北側）
田柄ストックヤード（田柄3-13-8）

午前8時30分〜午前9時30分
午前10時〜午前11時
午後0時30分〜午後1時30分
午後2時〜午後3時
午後3時30分〜午後4時30分

10日
20日

勤労福祉会館（北側）
西大泉地区区民館（駐車場）
開進第三中学校（北門前）
練馬区立美術館（業務用駐車場）
北町福祉作業所（西側）※2

午前8時30分〜午前9時30分
午前10時〜午前11時
午後0時30分〜午後1時30分
午後2時〜午後3時
午後3時30分〜午後4時30分

11日
21日

平和台体育館（東側）
旭町南地区区民館（北側）
谷原地域集会所（西側）
南田中図書館（北側）
三原台温水プール（北側）

午前8時30分〜午前9時30分
午前10時〜午前11時
午後0時30分〜午後1時30分
午後2時〜午後3時
午後3時30分〜午後4時30分

※1��練馬文化センターの改修工事に伴い、令和6年春頃（予定）まで、回
収を休止します。

※2��北町福祉作業所の改修工事に伴い、令和5年3月（予定）まで、田柄
地域集会所で回収します。

※回収場所の所在地は、テレホンガイド（132p〜146p）をご覧ください。
※�お近くに回収場所がない方や集団回収に参加されていない方は、可
燃ごみ（毛布は粗大ごみ）に出してください。

飲食用のびん・缶・ペットボトル　週1回
　回収日当日の午前6時半までに回収コンテナ（びんは赤、
缶は緑）と青い回収袋（ペットボトル）を設置します。回収が始
まる午前9時までに出してください。
※中身は空にしてください。静かに出してください。
※回収場所が分からない方は、お問い合わせください。
問 清掃リサイクル課リサイクル推進係 ☎5984-1097
問 管轄の清掃事務所 ⇨28・146p参照

ごみを減らすための3つのR
　3つのRは、リデュース、リユース、リサイクルの英語の
頭文字をとったものであり、ごみを減らし、資源を有効に使
うための大切なキーワードです。
　その中でも、ごみの発生を抑制するリデュースや、繰り
返し使用するリユースに取り組むことが優先です。

1．Reduce（リデュース）・発生抑制
必要のないものは買わない、マイバッグを持参する、
残さず食べるなどに取り組み、ごみの発生を抑えよう。

2．Reuse（リユース）・再使用
修理して長く大事に使う、必要としている人に譲る、詰め
替え商品を選ぶなどに取り組み、ものを繰り返し使おう。

3．Recycle（リサイクル）・再生利用
資源を正しく分別し、集団回収を利用する、再生品を
利用するなどに取り組み、資源として利用しよう。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

※�キャップとラベルは取って容器包装プラスチックの回収に出してください。
※一部のイラストは「経済産業省HP」より引用しています。

集団回収
　古紙、古着、アルミ缶など家庭から出る資源を、町会、自治
会などが自主的に回収しています。地域で回収している団体
や回収品目が分からない方は、お問い合わせください。
問 資源循環センター� ☎3995-6711

電池
�乾電池
　区役所、リサイクルセンター、図書館などの39の区立施設
と、スーパーマーケットなど約50店で回収ボックスを常設し
て回収しています。
�充電式電池
　「充電式電池リサイクルボックス」のある回収協力店へお
持ちください。なお、区立施設では次の施設に設置していま
す。区役所本庁舎1階南側入口、リサイクルセンター、資源循
環センター

使用済み食用油
　家庭で不用になった天ぷら油、サラダ油などの植物性油を
地区区民館など44か所の区立施設で回収します。回収場所、
日時はチラシや区ホームページでご確認ください。
※�使用済み食用油の回収に出せない場合は、紙や布に染み込ませるか、
凝固剤で固めて可燃ごみに出してください。

ごみとして収集するもの
可燃ごみ（燃やせるごみ）　週2回
【種類】生ごみ、紙くず（古紙に出せない紙）、草・木、紙おむつ
（汚物は取り除く）、たばこの吸い殻、容器包装以外のプラス
チック（プラマークの表示のないもの）、すすいでも汚れが落
ちない容器包装プラスチック、ゴム・皮革製品など� �
【出し方】ふた付きのごみ容器または透明や半透明の袋で、
収集日当日の午前8時までに集積所に出してください。
※生ごみは水切りをして出してください。
※枝は50cm以下に切ってひもで縛って出してください。

不燃ごみ（燃やせないごみ）　月2回
【種類】ガラス・陶器類、蛍光管・電球、金属類など� �
【出し方】ふた付きのごみ容器または透明や半透明の袋で、
収集日当日の午前8時までに集積所に出してください。
※�スプレー缶・カセット式ガスボンベ・ガスライター（いずれも中身を使
い切った物）を出すときは、他の不燃ごみと分けて別の袋に入れて出
してください。
※�蛍光管を出すときは、購入時の箱に入れるか、新聞紙などに包んで他
のごみとは別の袋で出してください。
※�包丁やガラスなど危険な物を出すときは、厚紙などに包んで「キケン」
と書いて出してください。
※�水銀を含む体温計や血圧計などは職員に手渡しするか、管轄の清掃
事務所にお持ちください。また、管轄の清掃事務所にご連絡いただけ
れば、日程を調整の上、職員が収集に伺います。

①�ふたをはずします。
※�金属製のふたは不燃ごみ
へ、プラスチック製のふた
は容器包装プラスチック
の回収に出してください。

②�中を空にしてすす
ぎ、水をきります。

③�赤色のコンテナに
入れます。袋は持ち
帰ってください。

飲食用缶

ペットボトル

①�中を空にしてすすぎ、水をきり
ます。

②�緑色のコンテナに入れます。袋
は持ち帰ってください。

①�キャップをはずして
中をすすぎます。

②��ラベルをはがして軽
くつぶします。

③�青色の回収袋に入れま
す。袋は持ち帰ってく
ださい。

〈ペットボトルの表示〉

飲食用びん
（飲み薬および化粧品の空きびん（乳白色除く）も回収します）

小型家電
　家庭で不用になった小型の家電製品（携帯電話、携帯音楽
プレーヤー、携帯ゲーム機器、デジタルカメラ、ポータブルビ
デオカメラ、ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算機、ＡＣ
アダプター、タブレット型情報通信端末、ICレコーダー、補助
記憶装置（ポータブルハードディスク・USBメモリ・メモリーカー
ド）、電気かみそりの13品目に限る）を区内16か所の回収場
所に設置した回収ボックスで回収しています。
※投入口（縦12cm、横25cm）に入るものが対象です。
※携帯電話などの個人情報は消去してからお出しください。

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
　その製品を購入した小売店か、買い換えをする小売店に引
き取ってもらってください。その際、収集・運搬料金とリサイ
クル料金がかかります。
【小売店が不明の場合】
家電リサイクル受付センター  
 ☎0570-087200（ナビダイヤル）
https://kaden23rc.jp

家庭用パソコン
　各メーカーがパソコンの回収・リサイクルを行います。パソ
コンを処分する場合は、メーカーに申し込んでください（リサ
イクル料金がかかります）。ＰＣリサイクルマークのついた製
品は、購入時の価格にリサイクル料金が含まれていますので、
無料で回収されます。
【自作パソコンのような製造メーカーのないパソコンの場合】
一般社団法人パソコン3Ｒ推進協会� ☎5282-7685
https://www.pc3r.jp/
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練馬区わたしの便利帳

高齢者や障害者の方へ（ごみの戸別訪問収集）
　次の条件をすべて満たす世帯を対象に、玄関先まで可燃
ごみ、不燃ごみなどの収集に伺います。
①65歳以上の方のみの世帯または障害のある方のみの世帯
②集積所まで自らごみを運び出せない方
③身近な人の協力を得られない方
　詳しくはお問い合わせください。
問 管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照

防鳥用ネットの貸し出し
　集積所のごみの散乱を防ぐため、防鳥用ネットを貸し出し
ます。希望する方は管轄の清掃事務所・資源循環センターま
たは清掃リサイクル課へお越しください。
※�管轄の清掃事務所では、防鳥用ネットの宅配、立体型防鳥用ネットの
貸し出しも行っています。立体型防鳥用ネットの貸し出しについては、
要件がありますので、詳しくは管轄の清掃事務所にお問い合わせくだ
さい。
問 管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照

コンポスト化容器のあっせん
　生ごみを減量・資源化するため、コンポスト化容器のあっ
せんをしています。
　詳しくは、お問い合わせいただくか区ホームページでご確
認ください。
問 清掃リサイクル課清掃事業係� ☎5984-1059

事業者の方へ
　お店や事務所・会社などの事業活動に伴って出る資源・ご
みは、事業者が自己処理（許可業者への委託を含む）するこ
とが原則です。
　ただし、排出量が少ない小規模事業者で、自己処理や許可
業者への処理委託が困難な場合には、有料で区がごみ収集・
資源回収を行います。詳しくは、管轄の清掃事務所にお問い
合わせください。

出し方
　区の分別方法に従って分別し、次のとおり出してください。
ごみ容器で出す場合
　容器の中のごみ量に見合う事業系有料ごみ処理券を容器
の中の一番上のごみに貼って集積所に出してください。
ごみ袋で出す場合
　ごみの量に関わらず、袋の容量（ℓ）にあった事業系有料ごみ
処理券を確認しやすい場所に貼って集積所に出してください。
古紙の場合
　次の基準で10ℓの事業系有料ごみ処理券を1枚貼って集
積所に出してください。
　・新聞　Ａ4判程度に折った状態で高さ20cm程度
　・雑誌　高さ10cm程度
　・ダンボール　�みかん箱程度の大きさ（35×55×35cm）

2枚
飲食用のびん・缶・ペットボトル
　透明や半透明の袋に、それぞれ分別し、袋に入れた量に関
わらず、袋の容量（ℓ）分の事業系有料ごみ処理券を貼って、
回収場所（回収用コンテナ・ネットの脇）に出してください。
【有料ごみ処理券販売場所】「練馬区有料ごみ処理券取扱
所」の標識のあるお店、コンビニエンスストア、清掃事務所、
清掃リサイクル課
問 清掃リサイクル課清掃事業係� ☎5984-1059
問 管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照
※�古紙については、練馬区リサイクル事業協同組合が実施している「商
店街・オフィスリサイクル・ねりま」でも回収しています。詳しくは、お問
い合わせください。
問 練馬区リサイクル事業協同組合� ☎5984-7620

多量のごみ　有料
　一度に多量のごみが出るときは、事前にご相談ください。
問 管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照

粗大ごみ　申込制・有料（収集・持込み）
　家具や布団などのおおむね30cm角以上のごみは、粗大
ごみです。粗大ごみ受付センターに収集か持込みかを選択
の上お申し込みください。
【出し方】指定日に有料粗大ごみ処理券を貼って収集に出す
か、資源循環センター（⇨146p参照）に持ち込んでください。
【有料粗大ごみ処理券販売場所】「練馬区有料粗大ごみ処理
券取扱所」の標識のあるお店、コンビニエンスストア、清掃事
務所、清掃リサイクル課
※�エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、パソコンは粗
大ごみに出せません。⇨103p参照
問 �粗大ごみ受付センター� ☎5703-5399�
受付時間：月～土曜�年末年始を除く�午前8時～午後7時

�　【インターネット申し込み】（24時間受付）
�　区ホームページ「粗大ごみ」で検索

収集できないもの
　次にあげるものは、区では収集できません。メーカーまた
は購入店に引き取ってもらうか、専門の業者に処理を依頼し
てください。
①�有害性・危険性・引火性のあるものや著しく悪臭を発する
もの（カセット式以外のガスボンベ、バッテリー、薬品類、塗料、
灯油など）
②�処理が困難なもの（オートバイ、タイヤ、ピアノ、消火器、耐
火金庫、土、石など）
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

生活用品の再使用
リサイクル・マーケット
　出店販売、委託販売を自主開催する登録団体への支援を
行っています。マーケットの開催、出店・出品の申し込みにつ
いては、ねりま区報の「情報あらかると」でお知らせします。
問 清掃リサイクル課清掃事業係� ☎5984-1059

大型生活用品リサイクル情報掲示板
　家具・電化製品など、粗大ごみとなる大型生活用品の再使
用を進めるため「譲ります」「譲ってください」という情報を、
区役所、リサイクルセンターなど17施設で掲示しています。
　詳しくは、区役所、リサイクルセンターなどにあるチラシや
区ホームページでご確認ください。
問（掲示の申し込み）資源循環センター�☎3995-6711
問 清掃リサイクル課清掃事業係� ☎5984-1059

アライグマ・ハクビシン対策
　アライグマやハクビシンによる天井裏への侵入や庭木の
果樹の食べ荒らしなどの被害を受けた場合は、お問い合わせ
ください。専門業者が現地調査を行い、無料でわなを設置し
ます。
※�設置には一定の条件があります。
問 環境課美化啓発係� ☎5984-4709

カラス被害の対策
　区では、カラスが繁殖期（4～7月）に人を威嚇・攻撃する場
合に限り、巣やヒナを撤去・捕獲しています。
※�人が巣のそばを通ったときに攻撃を受けることがあります。その時は、
帽子をかぶったり傘をさすなど頭部を保護してください。
問 環境課美化啓発係� ☎5984-4709

歩きたばこ・ポイ捨て・落書きの防止
歩きたばこ・ポイ捨て防止
　区では、条例により公共の場所での歩きたばこや吸い殻・
空き缶などのポイ捨てを禁止しています。また、防止を呼び
掛ける看板やシールなどの啓発グッズを配布しています。
清掃活動の支援
　地域で清掃活動に取り組んでいる団体に対し、ごみ袋やほ
うきなどの清掃用具を毎年1回配布しています。
　対象は、地域で定期的に清掃活動をしている町会、自治会、
区在住（在勤・在学）の方で構成された5世帯以上もしくは5
人以上の団体です。
落書き消し
　自宅の塀や壁に落書きされた場合、被害者からの申請に応
じて、無料で落書き消しを行っています。同時に警察署にも
被害届を出してください。
問 環境課美化啓発係� ☎5984-4709

環境美化

リサイクルセンター
開館時間
午前9時～午後5時
※施設の貸し出しは午後10時まで

�休館日
　毎週水曜（祝休日は開館し、その直後の祝休日ではない日
に休館）、年末年始

環境・リサイクルの講座など
　リサイクルに関する手作り教室や講座、環境教室などを開
催しています。開催日程・申し込み方法は情報誌「ゆずりは」
およびリサイクルセンターホームページでお知らせします。

環境・リサイクル情報誌「ゆずりは」の発行
　区役所、図書館、体育館、はつらつセンター、地区区民館な
どで配布しています。

粗大ごみからの再使用品の展示・販売
　収集した粗大ごみの中から再使用可能な家具などを清掃、
簡易修繕して、リサイクルセンターで展示・販売（即売または
抽選）しています。
※小物の展示・販売も行っています。
問 関町リサイクルセンター� ☎3594-5351
問 春日町リサイクルセンター� ☎3926-2501
問 豊玉リサイクルセンター� ☎5999-3196
問 大泉リサイクルセンター� ☎3978-4030

生活環境
害虫や野生動物の被害で困った時は

　自宅のネズミとハチ・害虫の相談を行っています。
問 生活衛生課環境衛生監視担当係�☎5984-2485

ネズミ・ハチ・害虫対策
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練馬区わたしの便利帳

アスベスト調査費用の助成
　柱や梁などの吹付け材（建築用仕上塗材を除く）について、
成分分析などアスベスト調査費用の助成を行っています。助
成額・申請手続きなど、詳しくはお問い合わせください。
対象
　区内の民間建築物
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712

事業者などの規制
　事業活動や建設作業などは、法律や条例で各種の規制を
受けます。該当者は、次のような認可申請や届出が必要です。
東京都環境確保条例による届出
①工場を設置、変更するとき（認可申請）
②�自動車駐車場（20台以上）、ガソリンスタンド、材料置場
などの指定作業場を設置、変更するとき（届出）
③�健康に影響をおよぼす化学物質を取り扱う工場、指定作
業場を廃止または施設の除却をするとき（土壌汚染状
況調査の結果報告）
�法律による届出
　騒音・振動規制法に規定する特定施設の設置および変更
を行うとき、特定建設作業を行うときは事前に相談の上、届
出をしてください。
�アスベストに関する工事の手続き
　アスベストを含有する建材の除去等を伴う建築物等の解体・
改修工事を行うときは、工事規模、該当の建材種類等に応じ
て、法令、条例に基づき、事前届出などが必要です。また、工
事の発注者、元請業者、自主施工者、下請負人それぞれの責
務が規定されています。詳しくは、区ホームページをご覧く
ださい。
練馬区まちづくり条例による届出
①�面積300㎡以上の自動車駐車場、材料置場、ウエスト・ス
クラップ処理場を設置するとき
②�面積300㎡以上の既存自動車駐車場の形式変更または
路面舗装工事を行うとき
③ペット火葬施設などを設置するとき
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712

光化学スモッグ
　5～9月頃の、日差しが強く、風があまり吹かない暑い日に
は、光化学スモッグが発生しやすくなります。健康被害があっ
たときはその状況を連絡してください。
問 保健予防課予防係� ☎5984-2484
光化学スモッグ注意報が発令されたとき
　防災無線放送・区ホームページなどで、情報を提供します。
注意報が発令されたら次のことに注意してください。
　①なるべく外に出ない。
②屋外での運動は差し控え、特に過激な運動はしない。
③車の使用は控える。
④目やのどに刺激を感じたら、すぐに洗眼やうがいをする。
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712
問 東京都大気汚染テレホンサービス� ☎5640-6880

相談、指導
騒音、振動、悪臭、ばい煙など、公害でお困りの方の
相談、騒音計・振動計の無料貸し出し
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712

飲食店の深夜営業騒音（カラオケなど）の指導
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712
問 警察署�⇨146p参照

公�害

再生可能エネルギー・省エネルギー設備� �
設置等補助制度

　地球温暖化対策の一環として住宅や事業所、管理組合に
太陽光発電設備などを設置した費用の一部を補助します。
対象設備や申請要件などは、区ホームページや補助金リーフ
レットをご覧ください。
問 環境課地球温暖化対策係補助金担当
� ☎5984-4706

再生可能エネルギー・省エネルギー

空き家などの適正管理
　適正な管理がなされていない空き家やいわゆる「ごみ屋敷」
と呼ばれる家屋が、地域の問題となっています。区では、専門
家団体などと連携して相談体制を整備するとともに、発生予
防や適正管理に関する取り組みを進めています。
問 環境課空き家等対策係� ☎5984-1192

あき地の適正管理（除草）
　あき地に雑草が生い茂ると、害虫が発生したり、ごみやあ
き缶などが捨てられ、近所の方々の迷惑になります。所有者・
管理者は、あき地の管理に常に注意してください。
問 環境課空き家等対策係� ☎5984-1192

106

リ
サ
イ
ク
ル
、ご
み
、環
境

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   106２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   106 2022/08/18   11:00:162022/08/18   11:00:16



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

アスベスト除去工事費用の助成
　アスベスト含有吹付け材（建築用仕上塗材を除く）の除去
工事費用の助成も行っています。調査費の助成と併せて利
用できます。助成額・申請手続きなど、詳しくはお問い合わせ
ください。
�対象
　区内の民間建築物で、除去工事後5年間継続的に使用す
るもの。
対象工事
①露出したアスベスト含有吹付け材の除去。
②�修繕・模様替えおよび増築に伴って行われる、既に囲い
込みまたは封じ込められたアスベスト含有吹付け材の
除去。

問 環境課環境規制係� ☎5984-4712
※�工事費用は、住宅修築資金融資あっせんや、産業融資あっせんが受け
られる場合があります。住宅修築資金融資あっせんについては�
⇨99p参照� �
産業融資あっせんについては�⇨94p参照

伐採の届出
　地上高1.2mの幹の周囲が100cm以上の樹木、または
100㎡以上の樹林を伐採するときは、所有者は伐採する日の
30日前までに届け出てください。
問 開発調整課緑化審査係� ☎5984-2406

廃棄物の焼却の規制
　焼却炉以外での廃棄物の焼却は、原則として禁止されて
います。
焼却禁止の具体例
　・�小規模の廃棄物焼却炉（火床面積0.5㎡未満、焼却能力
50kg/h未満）による焼却

　・�焼却炉を用いない（野焼き、ドラム缶・一斗缶など）野外
での焼却

※��なお、伝統的・風俗習慣上の行事、学校教育・社会教育活動上の焼却、
農業経営上でやむを得ない野焼きなどは、例外として認められます。
ただし、いずれの焼却についても、風向きや時間帯など近隣への配慮
が必要です。
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712

樹木、樹林の保護
保護樹木・樹林
　区民の皆さんが所有する樹木や樹林の中で、貴重なもの
やまちのシンボルとなる樹木（地上高1.2mにおける幹周が
1.5m以上）を保護樹木、樹林地（300㎡以上）を保護樹林に
指定しています。指定された樹木・樹林地には、せん定費用
などの助成を行っています。
憩いの森
　所有者から1,000㎡以上の良好な樹林地を無償でお借りし、
「憩いの森」として区民の皆さんに開放しています。所有者は、
固定資産税と都市計画税の非課税措置を受けることができ
ます。詳しくは、お問い合わせください。
問 みどり推進課保全係� ☎5984-1683

みどり

緑化費用の助成
（生け垣の設置、低木等緑化、壁面・屋上などの緑化）
　道路沿いの生け垣設置や低木等緑化、フェンス・壁面・屋上
を緑化する費用の一部を助成します。生け垣化や緑化のた
めにブロック塀などを撤去する費用も助成対象となります。
希望する場合は、事前にお問い合わせください。要件など詳
しくは、助成のパンフレットや区ホームページの案内をご覧く
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 みどり推進課協働係� ☎5984-2418

園芸相談
　「植物の育て方が知りたい」、「植物の名前が知りたい」など
植物に関する電話でのお問い合わせに専門の相談員がお答
えします。相談は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。
【利用時間】午前9時30分～正午、午後1時～午後4時30分
【定休日】火曜（火曜が祝休日の場合、その日以降直近の祝休
日でない日）、年末年始
問 �花とみどりの相談コーナー� �
（四季の香ローズガーデン内）� ☎3976-8787

練馬みどりの葉っぴい基金
　練馬のみどりを未来へつなぐため、区民の
皆さんなどから寄付を募り、みどりの保全や緑
化事業を推進しています。練馬のみどりを守
り育てる活動の中から使いみちを選んで寄付
することができます。詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.happykikin.com/
問 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

相談内容 予約区分 日　時 場　所 電　話

高
齢
者
・
障
害
者

シルバー人材センターの入会相
談・就業相談（60歳以上の方） 月～金曜� 午前8時30分��　

� ～午後5時15分 練馬区シルバー人材センター ☎3993-7168

障害者職業相談 事前予約 月～金曜・第3土曜� 午前8時30分��　� ～午後5時15分
練馬区障害者就労支援センター
（レインボーワーク）

☎3948-6501
FAX3994-1224

保健福祉
サービス
に関する
苦情・相談

委員面談 事前予約 第1～4火曜�午後1時30分～午後4時
保健福祉サービス
苦情調整委員事務局 ☎3993-1344申し立てにいたらない

苦情や相談 月～金曜� 午前8時30分～午後5時

介護や生活支援が必要な高齢者
の総合相談（介護保険を含む） 月～土曜� 午前8時30分��　

� ～午後5時15分
各地域包括支援センター
（医療と介護の相談窓口） ⇨70p参照

身体障害者、知的障害者相談
手帳、手当などの相談 月～金曜� 午前8時30分��　

� ～午後5時15分
各総合福祉事務所
　障害者支援係　知的障害者担当係
　福祉事務係

⇨28・149p参照

女
性
・
家
庭
・
子
育
て

家庭相談／家庭内の問題 事前予約 月・水・金曜�午前8時30分～午後5時15分
各総合福祉事務所相談係 ⇨28・149p参照

ひとり親家庭生活相談・女性相談 月～金曜�午前8時30分～午後5時15分

ひとり親
家庭総合
相談窓口

総合相談
平日　午前8時30分～午後8時
（午後5時15分以降は当日の午後5時までに要予約）
第2・4土曜　午前10時～午後4時
（1週間前の金曜午後5時までに要予約）

生活福祉課ひとり親家庭支援係 ☎5984-1319法律相談

事前予約

月4回　※日時はお問い合わせください。

出張相談 月～金曜� 午前10時～午後4時
（1週間前までに要予約）

家計相談 月2回　※日時はお問い合わせください。

子ども家庭相談

月～金曜� 午前10時～午後6時
土曜・夏休み・冬休み・春休み・都民の日�
� 午前9時～午後6時

各児童館（平和台・光が丘・上石
神井・東大泉を除く） ⇨139p参照

月～土曜� 午前9時～午後7時
日曜・祝休日� �午前9時～午後5時

平和台児童館　光が丘児童館
上石神井児童館　東大泉児童館 ⇨139p参照

月～金曜� 午前8時30分～午後7時
土曜� 午前8時30分～午後5時 子ども家庭支援センター

☎3993-9170（練馬）
☎3993-9172（光が丘）
☎3995-1108（石神井・大泉）

月～金曜� 午前9時～午後7時
土曜� 午前9時～午後5時 地域子ども家庭支援センター練馬 ☎6758-0141

月～土曜� 午前9時～午後5時
地域子ども家庭支援センター光が丘
地域子ども家庭支援センター貫井
地域子ども家庭支援センター大泉
地域子ども家庭支援センター関

☎5997-7759
☎3577-9820
☎3925-6713
☎5927-5911

月～金曜� 午前9時～午後5時 子育て支援課庶務係（すくすくアドバイザー） ☎5984-1517

月～土曜� 午前9時～午後5時

地域子ども家庭支援センター練馬
（すくすくアドバイザー） ☎3948-2312
地域子ども家庭支援センター光が丘（すくすくアドバイザー） ☎6385-4167
地域子ども家庭支援センター大泉（すくすくアドバイザー） ☎3925-6700
地域子ども家庭支援センター関（すくすくアドバイザー） ☎6674-2082

子育て相談

月～金曜� 午前10時～午後3時 各区立保育園 ⇨135p参照
月～金曜� 午前8時30分～午後5時 各保健相談所 ⇨28・132p参照
日～土曜� 午前9時～午後4時 練馬ぴよぴよ（ひろば室）※1

⇨135p参照
日～土曜� 午前9時～午後5時 光が丘ぴよぴよ（ひろば室）※1

各種相談

各種相談、広聴広報

区民相談
　区では、日常生活のさまざまな悩みや問題を解決できるよう各種の相談を行っています。相談は無料です。相談内容の秘密は厳
守します。練馬区区民相談所で行う相談で、外国語（英語・中国語・韓国語）での相談をご希望の場合は事前にお問い合わせください。
各種相談一覧／祝休日はお休みです（個別に記載のあるものを除く）。
事前予約  事前に電話で予約をしてください。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

※1�祝休日も開室しています。
※2�火曜が祝休日の場合、その日以降直近の祝休日でない日

相談内容 予約区分 日　時 場　所 電　話

女
性
・
家
庭
・
子
育
て

子育て相談

月～水・金・土曜�午前9時～午後5時 貫井ぴよぴよ※1

⇨135p参照

月・火・木～土曜�午前9時～午後5時 大泉ぴよぴよ※1
月・火・木～土曜�午前9時～午後5時 関ぴよぴよ※1
月～土曜� 午前10時～午後5時 西大泉ぴよぴよ
月～土曜� 午前10時～午後5時 光が丘児童館ぴよぴよ
月～土曜� 午前10時～午後5時 北大泉児童館ぴよぴよ
月～土曜� 午前10時～午後5時 田柄地区区民館ぴよぴよ
月～土曜� 午前10時～午後5時 春日町南地区区民館ぴよぴよ
月~土曜� 午前10時～午後5時 立野地区区民館ぴよぴよ

教育相談 事前予約 月～土曜� 午前9時～午後5時
（金曜は午後6時まで）

学校教育支援センター
　学校教育支援センター教育相談室
　学校教育支援センター練馬
　学校教育支援センター関
　学校教育支援センター大泉

☎5998-0091
☎3991-3666
☎3928-7200
☎6385-4681

健�

康からだやこころの健康に関する相談 月～金曜� 午前8時30分～午後5時 各保健相談所 ⇨28・132p参照

く
ら
し
・
一
般

一般区民相談
区政の窓口や専門相談の案内など 月～金曜� 午前9時～午後5時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523

石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100
身の上相談（専門相談員）
家庭内のこと、離婚など 事前予約

月・木曜� 午後1時～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523
金曜� 午後1時～午後4時 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100

おくやみに関する手続きの相談・
支援 事前予約 月～金曜� 午前9時～午後5時 おくやみコーナー（本庁舎2階） ☎5984-1198
消費生活相談
悪質商法の被害、契約トラブルなど 月～金曜� 午前9時～午後4時30分 消費生活センター

（石神井公園区民交流センター内）☎5910-4860
生活相談
生活保護、資金貸付 月～金曜�午前8時30分～午後5時15分 各総合福祉事務所相談係 ⇨28・149p参照
生活、仕事や家計に関する相談
住居確保給付金 月～金曜�午前8時30分～午後5時15分 生活サポートセンター ☎3993-9963

総合相談

年末年始および施設点検日を除く毎日
午前9時～午後7時（祝休日は午後5時まで）

男女共同参画センターえーる
相談室 ☎3996-9050

性的マイノリティ相談 第3土曜� 午前9時～午後5時
男性のための相談 事前予約 第2火曜� 午後3時～午後7時

配偶者等の暴力（DV）に対する専
門相談（カウンセリング） 事前予約

年末年始および施設点検日を除く
月曜� 午前9時～午後5時
水・金曜（第1金曜を除く）�午前10時～午後7時

（祝休日は午後5時まで）
第1金曜� 午前9時～午後5時 練馬区区民相談所

ねりまDV専用ダイヤル
年末年始を除く毎日
月～金曜午前9時～午後9時（土・日曜午
前9時～午後7時、祝休日は午後5時まで）

☎5393-3434

心の相談（カウンセラー）
孤独、挫折、不安などの精神的な悩み 事前予約

火曜� 午前10時～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523
年末年始および施設点検日を除く
月～土曜� 午前10時～午後7時
� （祝休日は午後5時まで）

男女共同参画センターえーる
相談室 ☎3996-9050

ひきこもりや不登校状態などの、自立
や働くことに悩んでいる15～49歳ま
での若者などとその家族のための相談

事前予約 月～水・金・土曜�午前10時～午後5時 ねりま若者サポートステーション
（春日町青少年館内） ☎5848-8341

精神保健に関する相談
（精神科医による相談） 事前予約 ねりま区報21日号に翌月の日程を掲載 各保健相談所 ⇨28・132p参照

人権擁護相談（人権擁護委員）
差別、名誉失墜などを受けた場合 事前予約 第1木曜� 午後1時～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523

第2月曜� 午後1時～午後4時 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100
まちづくり・景観・みどり・ユニバー
サルデザイン・空き家活用に関す
る相談

事前予約 月～金曜� 午前9時～午後5時 練馬区環境まちづくり公社
みどりのまちづくりセンター ☎3993-5451

健康体力相談
健康・体力づくり、運動の仕方、栄
養のとり方、スポーツ障害など

事前予約
毎　月�…第1土曜�午後1時30分～午後4時30分�����������

…第4土曜� 午後2時～午後3時
奇数月…第3土曜�午後1時30分～午後4時30分

光が丘体育館 ☎5383-6611

園芸相談
年末年始・火曜を除く毎日※2
� 午前9時30分～正午
� 午後1時～午後4時30分

花とみどりの相談コーナー
（四季の香ローズガーデン内） ☎3976-8787
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練馬区わたしの便利帳

外国語での生活相談
外国語での生活相談
地域振興課事業推進係（英語・中国語・韓国語・タガログ語）
� ☎5984-4333
【相談日】月～金曜（祝休日を除く）
※韓国語は金曜、タガログ語は月曜のみ
【時間】午後1時～午後5時
※その他の言語はお問い合わせください。

多言語での情報提供
文化交流ひろば・情報コーナー� ☎3975-1252
【開設日時】平日の午前10時～午後1時、土・日・祝休日の
午後1時～午後4時（年末年始など、文化交流ひろば休館
日を除く）
【対応言語】英語：火・木・土曜、中国語：水・金・日曜、韓国語：
月曜
※�その他の言語はお問い合わせください。

人権相談
　不当な差別、名誉、信用の失墜を受けたとき
東京法務局人権擁護部� ☎0570-003-110
※�この電話番号は東京都内からかけた場合、東京法務局につながります。
【相談日】月～金曜（祝休日・年末年始を除く）
【相談時間】午前8時30分～午後5時15分

東京都外国人相談
【時間】午前9時30分～正午、午後1時～午後5時
・�英語� ☎5320-7744
【相談日】月～金曜（祝休日・年末年始を除く）
・�中国語� ☎5320-7766
【相談日】火・金曜（祝休日・年末年始を除く）
・�韓国語� ☎5320-7700
【相談日】水曜（祝休日・年末年始を除く）

相談内容 予約区分 日　時 場　所 電　話

法
律
・
行
政
な
ど

法律相談（弁護士）　
借地・借家、相続、交通事故の示談
など
※利用回数は1年に1人3回まで

事前予約

月・水・金曜� 午後1時～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523
火・木曜� 午後1時～午後4時 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100
土曜� 午後1時～午後4時 男女共同参画センターえーる

相談室 ☎3996-9050

交通事故相談（専門相談員）
損害賠償手続き
各種保険請求方法など

事前予約
第2・4火曜� 午前10時～正午
� 午後1時～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523
第1・3金曜� 午前10時～正午
� 午後1時～午後4時 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100

職業相談・紹介 月～金曜� 午前9時～午後5時 ワークサポートねりま
（石神井公園区民交流センター内）☎3904-8609

税務相談（税理士）
相続税・贈与税など国税について
の相談

事前予約
金曜� 午前10時～午後0時30分
� 午後1時30分～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523
水曜� 午前10時～午後0時30分
� 午後1時30分～午後4時 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100

暮らしと事業の手続き相談（行政
書士）遺言・相続・建設宅建・風俗
営業・国籍・起業など権利義務・事
実証明に関する書類、官公署に提
出する書類作成の相談

事前予約

第1火曜� 午前10時～正午
� 午後1時～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523

第3月曜� 午前10時～正午
� 午後1時～午後4時 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100

権利登記・供託相談（司法書士）
不動産の権利登記、裁判所・検察
庁に提出する書類作成

事前予約
第2・4木曜� 午後1時～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523
第4月曜� 午後1時～午後4時 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100

行政相談（行政相談委員）
国や独立行政法人などへの要望など

第1水曜� 午後1時～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523
第3水曜� 午後1時～午後4時 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100

不
動
産

不動産取引事前相談
（宅地建物取引士）
不動産取引の紛争や事故を未然
に防ぐための相談

事前予約
火曜� 午後1時～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523

水曜� 午後1時～午後4時 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100
表示登記（調査・測量）相談
（土地家屋調査士）
土地建物の調査・測量など

事前予約
第1・3木曜� 午後1時～午後4時 練馬区区民相談所 ☎5984-4523
第1月曜� 午後1時～午後4時 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100

ビ
ジ
ネ
ス

総合相談（ビジネスマネージャー） 月～金曜� 午前9時～午後5時

ココネリ　4階
練馬ビジネスサポートセンター ☎6757-2020

起業・創業相談（ビジネスマネージャー）

事前予約

月～金曜� 午前9時～午後5時
事業者向け法律相談（弁護士） 月曜� 午前9時～午前11時
デジタルサポート相談（中小企業診断士） 月曜� 午後1時～午後5時
経営者向け労務相談（社会保険労務士） 火曜� 午後1時～午後5時
販路拡大・集客（ビジネスマネージャー・
デザイナー） 水曜� 午前9時～午後5時

経営相談（中小企業診断士） 木曜� 午後1時～午後5時
事業者向け税務相談（税理士） 金曜� 午後1時～午後5時

労��

働
従業員向け労働相談（社会保険労務士）
労働条件・退職トラブル、
労災・雇用保険、在職老齢年金など

事前予約

第1・2・3・5水曜� 午前10時～正午
および第4土曜� 午後1時～午後4時
（受付は午後3時30分まで）

サンライフ練馬
（東京中高年齢労働者福祉セン
ター）

☎3970-0250

随時 勤労福祉会館 ☎3923-5511
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

その他の相談
情報提供・無料法律相談
　法制度や相談機関・団体などに関する情報の無料提供。経
済的に余裕のない方に対する無料法律相談や弁護士・司法
書士費用などの立替え。
日本司法支援センター（法テラス）
法テラスサポート・ダイヤル  （一般）� ☎0570-078374
　　　���　��（犯罪被害者支援専用）� ☎0120-079714
【電話受付】月〜金曜�午前9時〜午後9時、土曜�午前9時
〜午後5時（祝休日・年末年始を除く）
法テラス東京（新宿）� ☎0570-078301
（050で始まる電話でおかけになる場合）�☎050-3383-5300
　新宿区西新宿1-24-1�エステック情報ビル13階
【電話受付】月〜金曜�午前9時〜午後5時（祝休日・年末年
始を除く）
【相談日】月〜金曜�午前10時〜午後4時（事前予約制、祝
休日・年末年始を除く）

20歳未満の少年自身やその保護者からの相談
警視庁ヤング・テレホン・コーナー� ☎3580-4970
【時間】毎日24時間
警視庁巣鴨少年センター� ☎3918-9214
【時間】月〜金曜：午前8時30分〜午後5時15分（年末年始
を除く）主に面接による相談（要予約）

献血・血液のこと
・�日本赤十字社東京都赤十字血液センター
� ☎5272-3511

パスポートのこと
・�東京都パスポート電話案内センター� ☎5908-0400

町会・自治会、NPO・ボランティア団体
区民協働交流センター
　�町会・自治会、NPO・ボランティア団体などの活動に関する
相談に応じています。
【実施日時】午前9時〜午後10時（年末年始を除く）
※以下の相談については、事前予約が必要です。

　・法人格の取得手続き・運営などに関する相談
　・会計・税務に関する相談（毎月第3火曜、午後1時〜午後4時）
問 区民協働交流センター ☎6757-2025
練馬区社会福祉協議会
練馬ボランティア・地域福祉推進センター�☎3994-0208
【相談日】月〜金曜
【時間】午前9時〜午後5時
光が丘ボランティア・地域福祉推進コーナー�☎5997-7721
【相談日】月〜金曜
【時間】午前9時〜午後5時
大泉ボランティア・地域福祉推進コーナー�☎3922-2422
【相談日】火〜土曜
【時間】午前9時〜午後5時

関町ボランティア・地域福祉推進コーナー�☎3929-1467
【相談日】月・火・木〜土曜
【時間】午前9時〜午後5時
【社会福祉協議会ホームページ】
https://www.neri-shakyo.com/
東京善意銀行（東京都社会福祉協議会）
� ☎5283-6890/FAX5283-6997
　都民・企業・団体より現金・物品・招待のご寄付をお預かりし
て、福祉施設の利用者への配布の橋渡しを行います。ご寄付
をお考えの場合、お気軽にご相談ください（中古品や個人所
有の物品はお取扱いしておりません）。
【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45分
【ホームページ】https://www.tcsw.tvac.or.jp/zengin/

行政への意見・要望、広報

　区政へのご意見・ご要望を次の方法で伺っています。

窓口
　広聴広報課広聴担当係（区民の声窓口・本庁舎2階）

電話・ファクス
　広聴広報課広聴担当係�☎5984-4501/FAX3993-4106

区長への手紙
　区立施設、区内の駅などに料金受取人払いの封筒を兼ね
た用紙が置いてあります。

一般郵便
　封書、はがきでお送りください。
　宛先：〒176-8501�練馬区豊玉北6-12-1
　　　�広聴広報課�広聴担当係

電子メール
　区ホームページ（https://www.city.nerima.tokyo.
jp/）にある「区政へのご意見」のフォームをご利用ください。

ねりまちレポーター
　区民の方が、スマートフォンの専用アプリを使って道路や
公園遊具の破損、粗大ごみの不法投棄などを区に投稿し、区
が修復・撤去をして、その対応結果をレポーターにメールで
報告する仕組みです。投稿するためには事前登録が必要です。
以下のホームページから専用アプリをダウンロードし、登録
してください。
https://nerirepo.jp/
問 広聴広報課広聴担当係
 ☎5984-4501

区政への意見・要望
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練馬区わたしの便利帳

わたしの便利帳
　区のサービスや担当窓口・施設などに関する情報をまとめ
た冊子です。転入してきた方および希望する方に配布してい
ます。
　また、視覚に障害があり、希望される方には、点字版・カセッ
トテープ版・デイジー版を郵送します。
問 広聴広報課庶務係� ☎5984-2694

練馬区くらしガイド（外国語便利帳）
　区の手続きや担当窓口などを英語・中国語・韓国語で紹介
した冊子です。転入してきた外国人の方などに区民事務所や
広聴広報課などで配布しているほか、区公式ホームページで
もご覧になれます。
問 広聴広報課庶務係� ☎5984-2694

広�報

都民の声総合窓口（都政への意見・要望など）
電話� ☎5320-7725
【受付日】月～金曜（祝休日・年末年始を除く）
【時間】午前9時～午後5時
電子メール
都庁総合ホームページから
FAX� FAX5388-1233
手紙
宛先：〒163-8001�東京都庁「都民の声総合窓口」担当

東京行政評価事務所
行政苦情110番� ☎0570-090110
※��IP電話などで「行政苦情110番」につながらない場合は（☎3363-
1100）におかけください。

【相談日】月～金曜（祝休日を除く）
【時間】午前8時30分～午後5時

行政相談委員
小　池　美枝子
小　川　和　德
小　林　祐　之
大久保　三　男
濱　名　貞　美
宮　部　久　子
江　口　由美子
神　藤　雅　子
西　田　　　健
宮　﨑　三七榮
相談を希望される方は、お問い合わせください。
問 練馬区区民相談所� ☎5984-4523

都・国の行政機関などへの苦情・相談
保健福祉サービス苦情調整委員

　高齢者、障害者、子どもなどを対象とした保健福祉サービ
スの利用について、不満や苦情があるときは、保健福祉サー
ビス苦情調整委員に申立てを行うことができます。
　苦情調整委員は中立的な立場で、必要に応じて調査や、区や
サービス提供事業者へ是正を求める勧告、意見の表明をします。

保健福祉サービス苦情調整委員事務局
　苦情調整委員との面談日の予約受付のほか、専門相談員
が申立てにいたらない苦情や相談に対応します。
受付窓口　西庁舎3階
受付時間　平日午前8時30分～午後5時
苦情や相談の申立て
・�申立てできる内容
区やサービス提供事業者が行う保健福祉サービスの利
用に関しての不満や苦情（ただし、医療に関する事項や
事実のあった日から1年以上過ぎた事項など一部を除く。
詳しくはお問い合わせください）。

・�申立てできる方
本人（本人が申立てできない場合は、配偶者など一定の
親族、民生・児童委員、成年後見人など）

・�申立て方法
「苦情申立書」に必要事項を記入して提出します。記入
が困難な方は、口頭や点字での申立てもできます。

苦情調整委員との面談（要予約）
【面談日】第1～4火曜（祝休日・年末年始を除く）
【時間】午後1時30分～午後4時
問 保健福祉サービス苦情調整委員事務局�☎3993-1344
【メールアドレス】chousei@smile.ocn.ne.jp

保健福祉サービスに関する苦情や相談
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

ねりま情報メール
　防災、防犯、区のイベントに関する情報などを、登録してい
ただいた方のパソコンや携帯電話、スマートフォンなどにメー
ルで配信するサービスを行っています。
登録方法
　パソコン・携帯電話・スマートフォンなどから次のメールア
ドレス（nerima@entry.mail-dpt.jp）に空メール（件名、本
文なし）を送信します。空メール送信後、登録用の自動返信
メールが送信されますので、画面の指示に従い、30分以内に
登録してください。「本登録完了のお知らせ」という通知メー
ルが返信されたら登録完了です。
※�迷惑メール対策の設定をしている方は、「ドメイン指定
受信」または「アドレス指定受信」の設定が必要です。
nerima-jouhou@city.nerima.tokyo.jpからのメー
ルを受信できるように設定してから、空メールを送信
してください。

配信内容
　配信される情報を選択することができます。
　避難指示など、災害時の緊急の情報は必ず配信されます。
・�防災無線情報
　地震発生のお知らせ（震度5弱以上）、避難情報、全国
瞬時警報システム（Jアラート）、光化学スモッグ情報、選
挙のお知らせなど防災無線で放送された内容を配信し
ます。

・�防災気象情報
　地震情報、気象警報、気象注意報、土砂災害警戒情
報、竜巻注意情報などを配信します。
※週間天気予報とお知らせは、必ず配信されます。

・�安全・安心情報
　区内で発生した犯罪に関する情報や、区内の防犯・防
火に役立つ情報（不審者やひったくり、特殊詐欺の情報
など）を配信します。情報は、配信を希望する地域（郵便
番号別）ごとに登録できます。

・�区政情報
　区が主催するイベントやごみ・環境・子育て、健康・福
祉など、区政に関するさまざまな情報を毎月1・11・21
日の月3回配信します。

問 広聴広報課広報調整係� ☎5984-1283
問 危機管理課庶務係� ☎5984-2762

ヤフー防災速報
　地震情報や豪雨予報、区からの緊急情報な
どの災害情報を、スマートフォンアプリのプッシュ
通知で受け取れます。
https://emg.yahoo.co.jp/
問 広聴広報課広報調整係� ☎5984-1283

ねりま区報
　毎月1日、11日、21日が発行日です。日刊6紙（朝日・産経・
東京・日経・毎日・読売）に折り込んでお配りします。
　区立施設、区内の郵便局、金融機関、駅の広報スタンド、ファ
ミリーマート、セブン-イレブン、西友、ライフ、サミット、ヤマ
ダデンキなどで配布しているほか、一定の条件を満たす新聞
未購読世帯で希望する方へお届けしています。
　また、ねりま区報を英語、中国語、韓国語、タイ語、ポルトガ
ル語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語に自動翻訳し
た情報を、パソコンやスマートフォンを使ってご覧になれます。
点字版・カセットテープ版・デイジー版「ねりま区報」
　毎月1日、11日、21日が発行日です。希望する方へお届け
しています。
　また、区ホームページでは、音声版データを公開しています。
問 広聴広報課広報係� ☎5984-2690

練馬区情報番組「ねりまほっとライン」
　区の事業やできごとなどを紹介しています。ケーブルテレ
ビJ:COM東京（地デジ11チャンネル）、区ホームページおよ
びYouTube練馬区公式チャンネルでご覧になれます。
【放送時間】毎日午前9時、正午、午後8時
問 広聴広報課広報戦略係� ☎5984-2693

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。また、英語・中国語・韓国語の自動翻訳にも
対応しています。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/
問 広聴広報課広報調整係� ☎5984-1283

113

各
種
相
談
、広
聴
広
報

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   113２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   113 2022/08/01   15:36:372022/08/01   15:36:37



練馬区わたしの便利帳

区議会、選挙、情報公開
会議（情報）の公開

　本会議録は議会事務局、区立図書館、区民情報ひろばで、
委員会記録・資料は議会事務局で閲覧できます。また、本会
議録および委員会記録・資料は区議会ホームページでもご
覧になれます。

傍聴
　どなたでも傍聴できます。傍聴には傍聴券が必要です。傍
聴券は受付にてお渡しいたします。手話通訳をご希望の方は、
事前に議会事務局までお申し出ください。
本会議
　受付方法はお問い合わせください。
委員会
　西庁舎5階の議会事務局で受け付けています。

区議会
問 議会事務局� ☎5984-4732
　議会は、議決機関として、区の最終意思決定を行うとともに、
区政が正しく運営されているかどうかをチェックしています。
定例会
　2月、6月、9月、11月の年4回開催しています。
本会議
　議員全員が議場に集まって会議をします。本会議では、議
会の最終的な意思を決定します。また、区長の所信表明や、
議員の一般質問なども行われます。
委員会
　議会で取り扱う問題は、数が多く、広い分野にわたっている
ことから、これらを専門的に審査するため委員会を設けてい
ます。委員会には、常任委員会と議会運営委員会、特別委員
会があります。審査および調査の結果は本会議で報告され
ます。

請願・陳情
　請願書の提出には区議会議員の紹介が必要です。詳しく
は、議会事務局にお問い合わせください。

練馬区議会議員名簿� 令和4年8月1日現在

氏　名 会　派 電　話 住　所
関 口 和 雄 自 民 党 3998-1752 〒176-0021貫井3-53-8
小林 み つ ぐ 自 民 党 3999-3471 〒176-0024中村1-3-3
小 泉 純 二 自 民 党 3970-8615 〒179-0074春日町6-6-39-603
藤 井 た か し 自 民 党 5905-0533 〒178-0065西大泉3-29-20
西山きよたか 自 民 党 3996-7004 〒177-0041石神井町2-31-14
かしわざき強 自 民 党 3924-7789 〒178-0062大泉町4-34-5
笠原こうぞう 自 民 党 3990-3773 〒177-0034富士見台1-26-19
福 沢 　 剛 自 民 党 6317-7044 〒176-0006栄町1-2-901
田中ひでかつ 自 民 党 3999-0792 〒179-0075高松1-9-7
上野 ひ ろ み 自 民 党 3939-0646 〒179-0073田柄4-36-34
田中よしゆき 自 民 党 5903-9417 〒177-0044上石神井4-8-8
かわすみ雅彦 自 民 党 6761-0007 〒177-0042 下石神井2-34-5-101
かしままさお 自 民 党 6904-4363 〒178-0064南大泉3-9-22
柴 田 さ ち こ 自 民 党 3921-0303 〒178-0063東大泉3-4-3-204
たかはし慎吾 自 民 党 3408-6675 〒179-0085早宮2-10-3
佐 藤 　 力 自 民 党 4500-1756 〒179-0076土支田1-6-19
つ じ 誠 心 自 民 党 6906-6845 〒179-0081北町8-21-3-E306
宮原よしひこ 公 明 党 3948-5722 〒176-0013 豊玉中3-28-15-406
う す い 民 男 公 明 党 6760-1162 〒177-0041石神井町3-3-33
吉 田 ゆ り こ 公 明 党 3933-3489 〒179-0081北町6-35-27
柳 沢 よ し み 公 明 党 3594-7510 〒177-0051関町北5-5-8-505
酒 井 妙 子 公 明 党 6909-2960 〒179-0072光が丘3-3-4-922
西野こういち 公 明 党 6272-4249 〒176-0021貫井3-22-11
平野まさひろ 公 明 党 6362-3768 〒178-0065西大泉5-4-8
小 川 こ う じ 公 明 党 3929-2980 〒177-0045 石神井台8-18-34-221

氏　名 会　派 電　話 住　所
宮崎 は る お 公 明 党 6336-0276 〒177-0032谷原3-25-12-126
鈴 木 た か し 公 明 党 5933-0705 〒178-0062大泉町3-19-16
星 野 あ つ し 公 明 党 3979-8644 〒179-0071旭町3-3-3
倉田 れ い か 練馬会議 3923-5672 〒177-0031三原台2-4-7-1A
石黒 た つ お 練馬会議 090-1667-1192 〒178-0064南大泉2-2-33
井 上 勇 一 郎 練馬会議 3926-7146 〒176-0022 向山3-1-32
し も だ 玲 練馬会議 050-3588-0693 〒177-0041 石神井町3-25-8-302
はしぐち奈保 練馬会議 6820-0812 〒176-0002桜台1-7-9-1B
松 田 　 亘 練馬会議 080-9194-8371 〒177-0034富士見台1-22-1
かとうぎ桜子 インクル 3978-4154 〒178-0063東大泉3-1-18-102
きみがき圭子 インクル 3993-4899 〒178-0065 西大泉2-20-8
や な い 克子 インクル 3993-4899 〒177-0051関町北5-17-4
岩 瀬 た け し インクル 5935-4071 〒178-0061大泉学園町2-10-1
高 口 よ う こ インクル 080-7746-8648 〒176-0002 桜台3-42-29荒川方
有 馬 　 豊 共 産 党 5934-4893 〒177-0041石神井町1-17-14
島 田 　 拓 共 産 党 6755-7814 〒179-0072光が丘3-8-6-404
坂尻まさゆき 共 産 党 050-1401-8012 〒179-0083 平和台2-15-16-102
の む ら 説 共 産 党 5999-1200 〒179-0085早宮3-1-15
小松 あ ゆ み 共 産 党 3825-9122 〒179-0085早宮4-31-1-309
白石 け い 子 立憲民主 3990-3107 〒179-0075高松3-24-19
沢 村 信 太 郎 立憲民主 050-3488-7555 〒177-0035 南田中3-21-7
富 田 け ん じ 立憲民主 6915-7247 〒179-0083 平和台4-10-4-6F
渡辺 て る 子 立憲民主 090-6925-6097 〒176-0012豊玉北6-18-8
土屋としひろ オンブズ 3991-6343 〒176-0012豊玉北6-23-6-203
野 沢 な な 蒼 風 会 5926-4561 〒179-0084氷川台3-27-4-105

議員定数　50人（在職議員　50人）
（注）�会派名略称� �

�自民党：練馬区議会自由民主党、公明党：練馬区議会公明党、練馬会議：練馬区議会未来会議・都民ファーストの会・国民民主党、インクル：インクルー
シブな練馬をめざす会、共産党：日本共産党練馬区議団、立憲民主：練馬区議会立憲民主党、オンブズ：オンブズマン練馬、蒼風会：ふくし蒼風会
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

投票
　選挙当日の投票時間は午前7時～午後8時です。
　投票は選挙当日の投票所で行うのが原則ですが、例外とし
て以下の制度があります。
期日前投票
　仕事や旅行などで投票所へ行けない方は、公示（告示）日
の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。
期日前投票所の場所／練馬区役所ほか6か所
期日前投票時間／午前8時30分～午後8時

※請求書（宣誓書）の提出が必要です。
※投票期間は、各期日前投票所で異なる場合があります。

不在者投票
　仕事などで区外に滞在予定の方は、あらかじめ練馬区選挙
管理委員会に投票用紙を請求すると、滞在先の選挙管理委
員会で投票ができます。
　このほか、都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老
人ホームなどに入院（入所）中の方は、その施設で投票がで
きます。
郵便等投票
　身体障害者手帳（戦傷病者手帳）をお持ちの方で障害の程
度が一定の条件に該当する方や介護保険被保険者証をお持
ちの方で要介護5の方は、あらかじめ申請することにより「郵
便等投票証明書」が交付され、郵送による投票ができます。
詳しくはお問い合わせください。
在外選挙制度
　外国にお住まいの方も国政選挙の投票ができる「在外選
挙制度」があります。投票をするためには、あらかじめ在外選
挙人名簿への登録申請をし、在外選挙人証の交付を受ける
必要があります。詳しくはお問い合わせください。

ねりま区議会だより
　発行は各定例会終了のおおよそ1か月後です。日刊6紙（朝
日、産経、東京、日経、毎日、読売）の朝刊に折り込んでいます。
新聞未購読世帯で、ご希望の方には郵送します。
　また、視覚に障害があり、希望される方には、点字版・カセッ
トテープ版・デイジー版を郵送します。

区議会ホームページ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/
　区議会の日程や本会議の映像（ライブ中継・録画）、会議録、
委員会資料などをご覧になれます。

ねりま区議会のしおり
　年1回発行しています。音声で内容を聞くことができる音
声コードがついています。議会事務局や区立施設で配布し
ています。

投票できる方
　選挙権があって選挙人名簿に登録されている方です。
選挙権のある方
　次の要件を満たす方には、選挙権があります。
　要件は、それぞれの選挙によって異なります。
①衆議院議員選挙・参議院議員選挙
　日本国民で満18歳以上であること。
②�東京都知事選挙・東京都議会議員選挙
　�日本国民で満18歳以上であること。引き続き3か月以上
都内の同じ区市町村に住んでいること。また、その後他区
市町村に住所を移した場合は、引き続き都内に住んでいる
こと。
③練馬区長選挙・練馬区議会議員選挙
　�日本国民で満18歳以上であること。引き続き3か月以上
練馬区に住んでいること。

問 選挙管理委員会事務局� ☎5984-1399
選�挙

選挙人名簿への登録
　毎年3月、6月、9月、12月の各月1日現在、選挙権のある方
で、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている方を
登録します。
　このほか、選挙があるときはその都度登録します。

《住所地別の衆議院議員選挙小選挙区区分》

大泉町 
土支田 

大泉学園町 

西大泉 

南大泉 
東大泉 

石神井台 

石神井町 

三原台 

光が丘 

春日町 

谷原 

高松 

下石神井 
南田中 

貫井 向山 

中村北 
中村 

中村南 
豊玉中 

町
旭

 

豊玉南 

練馬 

上石神井 

上石神井南町 

高野台 

西大泉町 

関町北 

関町南 

立野町 

台
見
士
富

 

豊玉北 旭丘 

小竹町 

北町 

桜台 

早宮 

平和台 錦 

氷川台 

沢
羽

 

田柄 

東京都第10区 

※区分は今後変更となる場合があります。

田柄３・５丁目
の一部

豊玉上１丁目 
豊玉北１・2丁目 

豊玉上２丁目 

光が丘
１丁目 

東京都第９区 
関町東 

栄町 

町名（丁目・番） 区　分
旭丘
北町
小竹町
栄町
桜台
田柄1・2丁目
田柄3丁目14番～30番
田柄4丁目
田柄5丁目21番～28番
豊玉上1丁目
豊玉北1・2丁目
錦
羽沢
早宮
光が丘1丁目
氷川台
平和台

東京都第10区
※�東京都第10区
は左記の地域
と新宿区、中野
区、豊島区の一
部との合区とな
ります。

上記以外の町名 東京都第9区
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練馬区わたしの便利帳

直接請求の種類 必要署名数
①条例の制定・改廃 有権者の1/50以上

②事務の監査 有権者の1/50以上

③議会の解散 有権者の1/3以上
※�有権者が40万～80万の部分に
ついては1/6、80万を超える部
分については1/8以上

④議員、区長などの解職

区民情報ひろば
　区政資料などの閲覧・貸し出し、パンフレットの配布、有償
刊行物の販売のほか、公文書の公開請求および自己情報の
開示等請求の相談や受付を行っています。
【場所】西庁舎10階
【利用時間】午前8時30分～午後5時（土・日・祝休日、年末年
始を除く）
資料貸し出し
　どなたでも利用できます（住所などが確認できるものをお
持ちください）。
【貸出冊数】一人につき3点まで
【貸出期間】2週間
【返却方法】
・区民情報ひろば窓口へ返却（利用時間内にお越しください）
・�郵送または宅配便で返却（〒176-8501練馬区豊玉北
6-12-1練馬区役所区民情報ひろば）
区が所蔵する写真の閲覧・利用
　歴史的な資料として収集した、区にまつわる写真の閲覧や
画像データの利用ができます。
【閲覧申込】当日、窓口で申込書をご記入の上、写真のアル
バムをご覧ください。
【利用申込】申込書に具体的な利用目的を記入していただ
きます。画像データのお渡しは、申込書の審査終了後にな
ります。
・�費用　　　�CD-R�1枚　50円�

CD-Rを受け取る際にお支払いください。
・�受取場所　�区民情報ひろば（利用時間内にお越しください）
区民情報ひろばに設置してある機器
・�コピー機（セルフサービス・有料）
　白黒1枚10円
　カラー1枚50円
・�インターネット閲覧用パソコン（無料）
※�混雑時は時間調整させていただきます。プリンタはなく、USB
メモリなどのメディアは使用できません。

直接請求
　有権者の一定数以上の署名で以下の直接請求を行うこと
ができます。

住民監査請求
　財務事務の執行上の違法、不当な行為について、監査委員
に監査を請求し、必要な措置をとるように求めることができ
ます。その結果に不服があるときは、さらに裁判所に出訴（住
民訴訟）することができます。
問 監査事務局� ☎5984-4729

情報公開（公文書の公開）
　区が管理している公文書を請求に応じて公開しています（た
だし、個人情報などの非公開情報は除きます）。
対象となる公文書
　文書、図画、写真、フィルム、コンピューターのファイル、録
音データなど（区の職員が職務上作成、または取得したもので、
区が管理しているもの）
請求できる方
　どなたでも請求できます。
請求方法
　所定の請求書を提出してください（区ホームページから請
求することもできます）。公開の可否については、原則として
請求のあった日の翌日から起算して15日以内に決定して通
知します。

個人情報の保護（自己情報の開示等）
　個人情報の保護を図るため、練馬区個人情報保護条例を
定め、適切な執行に努めています。また、自己情報の開示等
請求権を保障しています。
対象となる個人情報
　文書、図画、写真、フィルム、コンピューターのファイル、録
音データなどに記録されている自己の情報（区の職員が職
務上作成、または取得したもので、区が管理しているもの）

問 情報公開課� ☎5984-4513
情報公開・個人情報保護

直接請求・住民監査請求

問 �①総務課総務係�②監査事務局�
③④選挙管理委員会事務局� ☎3993-1111㈹

請求の種類
　開示の請求、訂正の請求、削除の請求、目的外利用などの
中止の請求
請求方法
　本人であることが確認できるものを提示の上、所定の請求
書を区民情報ひろばの窓口に提出してください。開示の可
否については、原則として請求のあった日の翌日から起算し
て15日以内（それ以外の請求については20日以内）に決定
して通知します。

練馬わがまち資料館
　区が所蔵する資料や写真に関する検索サイトです。資料
の一部、写真および有償刊行物の一覧などを検
索・閲覧することができます。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
https://www.nerima-archives.jp/
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

観光、文化、スポーツ、余暇

各種施設

※1�乳幼児、小・中学生およびその保護者対象
※2�主に知的障害のある小・中学生およびその保護者もしくは介助者対象
※3�小学校4年生から20歳対象
※4�小学校3年生から中学生対象
※5�小学校2年生から高校生対象
※6�小学校4年生から20歳対象
対象 事業名 時　期 問合せ

高
齢
者

寿大学通信講座 通年 生涯学習センター
☎3991-1667

教養講座、各種教室 随時

はつらつセンター光が丘
☎5997-7717
はつらつセンター関
☎3928-1987
はつらつセンター豊玉
☎5912-6401
はつらつセンター大泉
☎3867-3180
各敬老館�⇨133p参照

一
般
区
民

男女共同参画講座 通年 男女共同参画センターえーる
☎3996-9007

縁ジョイ倶楽部　
公開講座
区民文化祭
サークル文化祭
盆踊り講習会
区民将棋大会
「区民発」生涯学習出前講座
練馬区武蔵大学特別履修生制度

秋
随時
春・秋
6月
6月頃
年1回
通年
年1回

生涯学習センター
☎3991-1667

子育て学習講座 通年 青少年課育成支援係
☎5984-1292

石神井公園ふるさと文化館常設展
石神井公園ふるさと文化館
特別展・企画展
ふるさと文化講座
区内散策事業
季節体験事業
季節展示事業

通年

年4回
通年
年2回
通年
通年

石神井公園
ふるさと文化館
☎3996-4060

対象 事業名 時　期 問合せ

小・中
学
生

練馬区ジュニア・オーケストラ※6 通年 練馬文化センター
☎3993-3311

夏休み事業 夏
石神井公園
ふるさと文化館
☎3996-4060

子
ど
も・一般

ワークショップ
美術講座

随時
随時

練馬区立美術館
☎3577-1821

子供安全学習講座
ねりまイクメン講座
人権学習推進事業

通年
通年
年1回

青少年課育成支援係
☎5984-1292

将棋開放
自然観察会

通年
随時

春日町青少年館
☎3998-5341

若
い
方

青少年館まつり
ちょこっとライブ
青年自主企画講座

冬
随時
随時

春日町青少年館
☎3998-5341

障
害
者
青年学級 通年 春日町青少年館

☎3998-5341

観光案内所
　区内の観光スポットやイベント情報を案内しています。練
馬区の観光情報を掲載したマップやパンフレットを配布して
いるほか、ねりコレなどの区内の名産品や練馬区公式アニメ
キャラクター「ねり丸」グッズの販売を行っています。また、ね
りま観光案内所では区内の観光に関する書籍などの閲覧、石
神井観光案内所では区内伝統工芸品の展示・販売も行って
います。
問 ねりま観光案内所� ☎3991-8101
問 石神井観光案内所� ☎5923-9220

文化事業
　区では各種の教室、講座、講習などを行っています。募集
の案内など、詳しくは「ねりま区報」などでお知らせします。下
表は対象者別の主な事業です。内容、時期が変更される場
合がありますので、お問い合わせください。
対象 事業名 時　期 問合せ
幼
児・小
学
生

よみきかせとおはなし会
（紙芝居・絵本など） 週1～2回 各図書館

⇨145p参照
おたのしみ・こうさく会など 随時

小・中
学
生

ねりま遊遊スクール※1

すまいるねりま遊遊スクール※2
珠算コンクール

通年
通年
秋

青少年課育成支援係
☎5984-1292

練馬児童劇団※3

児童劇教室※4
通年
冬

春日町青少年館
☎3998-5341

和凧づくり教室 南大泉年1回 春日町青少年館
☎3998-5341

ジュニアリーダー養成講習会 春～年内 青少年課青少年係
☎5984-4691

練馬児童合唱団※5 通年 生涯学習センター
☎3991-1667

生涯学習情報のご案内
学びと文化の情報サイト
https://asobiosentoya.jp�
　区の生涯学習情報のポータルサイトです。
区内で開催されるイベント・講座、活動する
生涯学習団体（文化）、講師を紹介する「区民発」生涯学習出
前講座など、学びや文化に関する情報を提供しています。
問 生涯学習センター� ☎3991-1667
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練馬区わたしの便利帳

対象 事業名 時　期 問合せ

一
般
区
民

石神井公園ふるさと文化館分室常設展
五味康祐遺品のオーディオ
によるレコードコンサート
プロ演奏家によるミニコンサート
大学連携サロンコンサート

通年

年9回

年1回
年2回

石神井公園
ふるさと文化館分室
☎3996-4060

美術館企画展
練馬区美術家協会展
練馬区民美術展

随時
11月頃
2月頃

練馬区立美術館
☎3577-1821

音楽、古典芸能、演劇等各種公演
演奏家等派遣事業 随時 練馬文化センター

☎3993-3311

対象 事業名 時　期 問合せ

一
般
区
民

認知症サポーター養成講座 通年
高齢者支援課
在宅介護支援係
☎5984-4597

尾崎遺跡出土品展示解説会 秋
文化・生涯学習課
伝統文化係
☎5984-2442

　施設を利用するときは、規模や設備について、事前に電話または直接、各施設で確認してからお申し込みください。

文化施設

練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、区民センター・ホール、美術館、石神井公園ふるさと文化館
名　称 所在地・問合せ 開館時間 休館日 施設内容 利用料金 申込・受付期間

練馬
文化センター

練馬1-17-37
☎3993-3311
※�令和4年10月
15日から令和
6年春頃まで
改修工事のた
め利用休止

午前9時～午後10時
利用申し込みは午
後8時まで

年末年始

大ホール〔こぶし
ホール〕（1,486
席）、小ホール〔つ
つじホ ー ル 〕
（592席）、楽屋、
リハーサル室兼
集会室、集会室
（洋室）、集会室
（和室）、ギャラ
リー、保育室�

利用する時間帯、
部屋によって
300円～43万5,600円
〔例〕
ホール、
平日の全日料金
・�大ホール

�36万3,000円
・�小ホール

14万3,300円

【申込】直接センターへ
【受付期間】ホールは、利用日の
1年前の月の1日（1月は5日）か
ら14日前まで。ギャラリーは、下
記受付開始日から14日前まで。
・�4～6月分：前年10月1日
・�7～9月分：同年1月5日
・�10～12月分：同年4月1日
・�1～3月分：前年7月1日
※�ホール・ギャラリーは1日（1月は
5日）が土・日・祝休日に当たると
きは、その直後の平日から受付。

その他施設は、利用日の3か月前の
月の1日（1月は5日）から前日まで。

大泉学園
ゆめりあホール

東大泉1-29-1
ゆめりあ1内
☎5947-2351

ホール
午前9時～午後10時
ギャラリー
午前9時～午後8時
利用申し込みは午
後8時まで

年末年始
ホール（176席）、
楽屋、ゆめりあ
ギャラリー

利用する時間帯、
部屋によって
6,900円～50,800円

〔例〕
・�ホール、
　平日の全日料金
� 42,400円
・�ギャラリーの
　全日料金� 6,900円

【申込】直接ホールへ
【受付期間】ホールは、利用日の
1年前の月の10日
（10日が土・日・祝休日に当たる
ときは、その直後の平日）から
14日前まで。
ギャラリーは、ホールへお問い
合わせください。

光
が
丘
区
民
セ
ン
タ
ー

光が丘
区民ホール

光が丘区民
センター内
光が丘2-9-6
☎5997-7712
※�通常の施設利
用については
直通電話
（⇒132p参照）

午前9時～
午後9時30分

年末年始

多目的ホール、集
会室、音楽室など

利用する時間帯、
部屋によって
100円～19,800円

〔例〕（区民ホール）
・�多目的ホールの
　午後1時～5時の料金

�7,200円
・�集会室の
　午後1時～5時の料金

2,400円

【申込】練馬区公共施設予約シ
ステム（事前に利用登録が必
要）心身障害者福祉集会所は
心身障害者優先で空きのある
場合。

【受付期間】多目的ホールは、
利用日の6か月前の月の初日
から前日まで。その他の施設は、
利用日の2か月前の月の初日
から前日まで。

心身障害者
福祉集会所

午前9時～
午後9時30分

洋室、和室、視聴
覚室、調理室

はつらつセンター
光が丘

平日
午後5時30分～
午後9時30分
日曜、祝休日

（敬老の日を除く）
午前9時～
午後9時30分

和室、娯楽室・講
習室、集会室

光が丘
なかよし児童館

日曜、祝休日
午後5時30分～
午後9時30分

体育室、遊戯室、
集会室兼工作室

関
区
民
セ
ン
タ
ー

関区民ホール
【関区民センター内】
関町北1-7-2
☎3928-1987
※�通常の施設利
用については
直通電話
（⇒132p参照）

午前9時～
午後9時30分

年末年始

多目的ホール、
リハーサル室

利用する時間帯、
部屋によって
100円～19,800円

〔例〕（区民ホール）
・�多目的ホールの
　午後1時～5時の料金

7,200円
・�リハーサル室の
　午後1時～5時の料金

1,600円

【申込】練馬区公共施設予約シ
ステム（事前に利用登録が必要）

【受付期間】多目的ホールは、
利用日の6か月前の月の初日
から前日まで（ホール技術者の
業務が伴う利用については14
日前まで）。その他の施設は、
利用日の2か月前の月の初日
から前日まで。

はつらつセンター
関

平日
午後5時30分～
午後9時30分
日曜、祝休日

（敬老の日を除く）
午前9時～
午後9時30分

生活健康相談室、
和室、
娯楽室、講習室、
多目的室

【� 】

（� ）

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

※1�休館日が祝休日に当たる場合は、その日以降の最も近い祝休日でない日が休館日となります。

名��称 所在地・問合せ 開館時間 休館日 施設内容 利用料金 申込・受付期間

練馬区立
美術館

貫井1-36-16
☎3577-1821

午前10時～午後6時
入館は、午後5時���
30分まで

月曜※1、
年末年始
展示準備
期間

区民ギャラリー、
創作室

利用する時間帯、
部屋によって
1,200円～16,000円
※�練馬区生涯学習団体
が、創作活動のため
に創作室を利用する
ときは、利用料が減額

【申込】区民ギャラリーは直接
美術館へ、創作室は練馬区公
共施設予約システム（事前に利
用登録が必要）

【受付期間】区民ギャラリーは、
利用日の6か月前の月の初日
（初日が休館日のときは翌開館
日）から1か月前まで。
創作室は、利用日の2か月前の
月の初日から前日まで。

石神井公園
ふるさと文化館

石神井町5-12-16
☎3996-4060

午前9時～午後6時
会議室の利用は
午前9時～
午後9時30分

月曜※1、
年末年始
臨時休館日

企画展示室、ギャ
ラリー、多目的
会議室、会議室、
展示用ボックス
など

利用する時間帯、
部屋によって
400円～10,500円

※�石神井公園ふるさと
文化館登録団体など
が利用するときは、利
用料が減額

【申込】多目的会議室・会議室は
練馬区公共施設予約システム
（事前に利用登録が必要）。そ
の他の施設は直接石神井公園
ふるさと文化館へ

【受付期間】多目的会議室・会議
室は利用日の6か月前の月の初
日から前日まで。その他の施設
は利用日の3か月前（石神井公
園ふるさと文化館登録団体は6
か月前）の初日から前日まで。

（� ）

（� ）

生涯学習のための施設

※1�休館日が祝休日に当たる場合は、その日以降の最も近い祝休日でない日が休館日となります。
※2�練馬区生涯学習団体が活動を行うときは利用料が減額されます。
※3�青少年団体が活動を行うときは免除されます。

名　称 所在地・問合せ 開館時間 休館日 施設内容 利用料金 申込・受付期間

生涯学習
センター

豊玉北6-8-1
☎3991-1667

午前9時～
午後9時30分
ホールの利
用受付は午
後5時まで

第2月曜を除く月
曜（当日が祝休日
に当たるときは
開館）
年末年始

ホール（302席）、
会議室、和室、教
室、美術工芸室、
視聴覚室、調理
実習室、陶芸室、
保育室

利用する時間帯、
部屋によって
12,400円～32,800円

（ホール）
100円～2,400円

（教室など）
※2

【申込】ホール・陶芸室は直接お
問い合わせください。その他の
施設は練馬区公共施設予約シ
ステム（事前に利用登録が必要）

【受付期間】ホールは、利用日の6
か月前の月の初日から14日前ま
で。その他の施設は、利用日の2
か月前の月の初日から前日まで。

生涯学習
センター分館

高野台2-25-1
☎3904-4881

午前9時～
午後9時30分 年末年始

講座室、工作室、
料理室、陶芸室、
和室、美術室、音
楽室、保育室、学
習室

利用する時間帯、
部屋によって

100円～5,200円
（学習室は無料）

※2

【申込】練馬区公共施設予約シ
ステム（事前に利用登録が必要）

【受付期間】利用日の2か月前
の月の初日から前日まで
※�学習室は事前の申し込み手
続きは不要です。

向山庭園 向山3-1-21
☎3926-7810

午前9時～
午後9時30分
庭園散策・利
用受付は午
後5時まで

年末年始

茶室（8畳・水屋）、
和室（12・12・20
畳）、多目的室（27
㎡）、日本庭園

利用する時間帯・
部屋によって

100円～2,000円
※庭園散策は無料

【申込】練馬区公共施設予約シ
ステム（事前に利用登録が必要）

【受付期間】利用日の3か月前
から前日まで

春日町青少年館 春日町4-16-9
☎3998-5341

午前9時～
午後9時30分

木
曜
※1

年末年始

会議室、料理室、
レクリエーション
ホール、教室、実
習室、和室、多目
的室、学習室

利用する時間帯、
部屋によって

900円～3,800円
（学習室は無料）

※2
※3

【申込】練馬区公共施設予約シ
ステム（事前に利用登録が必要）
※�ただし当日の場合は、電話ま
たは直接来館。

【受付期間】利用日の2か月前
の月の初日から当日まで
※�原則、春日町青少年館の学習
室は午後9時15分まで、事前
の申し込み不要。

南大泉青少年館 南大泉1-44-7
☎3924-3500

月
曜
※1

音楽練習室、レク
リエーションホー
ル、教室、和室

利用する時間帯、
部屋によって

400円～3,200円
（臨時学習室は無料）

※2
※3

文化交流ひろば 光が丘3-1-1
☎3975-1251

午前9時～
午後9時30分

年末年始
臨時休館日

音楽練習室、演
劇練習室、交流
室、実習室

利用する時間帯、
部屋によって

200円～3,600円
※2

【申込】練馬区公共施設予約シ
ステム（事前に利用登録が必要）
※�音楽練習室2は別途登録が必要

【受付期間】利用日の2か月前
の月の初日から前日まで

（� ）

（� ）
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練馬区わたしの便利帳

名　称 所在地・問合せ 開館時間 休館日 施設内容 利用料金 申込・受付期間

区役所会議室

豊玉北6-12-1
練馬区役所
本庁舎内
☎5984-1091
（総務課庁舎管理係）

午前9時～午後9時
第4日曜、
12月28日
～1月4日

小会議室
（19階）30人
交流会場
（20階）60人
中会議室
（19階）60人
多目的会議室
200人

1時間につき
小会議室� 600円
交流会場・中会議室

1,200円
多目的会議室� 1,800円

区内在住・在勤・在学の方10人
以上で行う会議、研修、サーク
ル活動などが対象です。
【申込】直接総務課庁舎管理係へ
【受付期間】利用日の3か月前
の月の初日から1週間前まで。
ただし、土・日・祝休日を除く。
受付は午後5時まで。
※�電話で仮予約ができます。

地区区民館

区内に22館
あります
⇨143p参照
※�北大泉は、令
和5年6月（予
定）まで改修
工事のため
休館。

【個人利用】
午前9時～午後5時
（日曜・祝休日を除く）
児童開放は午後6時ま
で開館します（貫井・旭
町南・光が丘を除く）。
【団体利用】
午前9時～午後9時
30分

年末年始

会議室、レクルー
ム、和室、大広間、
多目的室、図書室、
音楽室など（旭町
南はプール、トレー
ニング室、体育室、
光が丘は音楽スタ
ジオも）

児童・高齢者の個人利用
…無料
団体利用…利用する部
屋・施設により1時間につ
き100円～1,700円（旭
町南のプール、トレーニ
ング室は個人でも有料）

【団体利用の申込】直接各地区
区民館へ
【受付期間】利用日の2か月前
の月の平日2日目から前日ま
で。受付は午後5時まで。ただ
し、土・日・祝休日を除く。登録
団体の受付期間は各施設にお
問い合わせください。

地域集会所
区内に29所
あります
⇨143p参照

午前9時～
午後9時30分 年末年始

集会室、会議室、
和室など
※�施設によって異
なる

利用する部屋により
1時間につき

100円～600円

【申込】直接各地域集会所へ
【受付期間】利用日の2か月前
の月の平日2日目から前日ま
で。受付は午後5時まで。ただ
し、土・日・祝休日を除く。登録
団体の受付期間は各施設にお
問い合わせください。

地域交流ひろば
大泉町
5-23-10
☎3922-6121

午前9時～午後6時
（季節により変更があ
ります）

年末年始
多目的広場
約400㎡×2面

1面1時間当たり
600円（貸し切り利用）
予約がない場合は無料
で個人利用ができます。

・�貸し切りを希望する場合は
お問い合わせください。
・�「地域交流ひろば」は地域の管理
運営委員会が管理しています。

【問合せ】地域振興課地域コミュ
ニティ支援係☎5984-1039

厚生文化会館 練馬4-2-3
☎3991-3080

【集会室】
午前9時～
午後9時30分

年末年始
会議室（大・小）、視
聴覚室、和室（茶
室）、料理実習室

利用する部屋により
1時間につき

200円～700円
※�減免規定あり

【申込】練馬区公共施設予約シ
ステム（事前に利用登録が必
要。登録受付は午後5時まで。
ただし、日曜・祝休日を除く）
【受付期間】利用日の2か月前
の月の初日から前日まで。当日
利用については、電話でお問い
合わせください。

石神井公園
区民交流
センター

石神井町2-14-1
☎5910-3451
※�大 会 議 室
（2）、研修室、
料理実習室
は、令和5年
3月（予定）ま
でワクチン接
種会場のた
め利用休止。

午前9時～午後10時 年末年始

展示室兼集会室、
大会議室⑵、会議
室⑶、和室⑵、保
育室 利用する時間帯、

部屋により
900円～7,200円

※�減免規定あり

【申込】練馬区公共施設予約シ
ステム（事前に利用登録が必要）
【受付期間】展示室兼集会室、
大会議室の一括利用は、利用
日の6か月前の月の初日から前
日まで。その他の施設は、利用
日の2か月前の月の初日から前
日まで。
※��登録した消費者団体の研修
室、テスト室、料理実習室の
利用は、利用日の3か月前の
月の初日から受け付けます。

消費生活
センター

研修室、テスト室、
料理実習室

教室開放
区内に15校
あります
⇨144p参照

平日
午後6時～午後9時
土・日・祝休日、夏季、
冬季、春季休業日
午前9時～午後9時

年末年始

会議室（大・小）、和
室など
※�開放校によって
異なります。

利用する部屋により
100円～400円

※�減免規定あり

学校応援団に登録した団体の
み利用可
【申込】直接開放校の教室開放
管理事務室または図書室へ
【受付期間】利用日の前月から
（受付は原則として土・日曜の
午後1時～5時）。

男女共同参画
センター
えーる

石神井町8-1-10
☎3996-9005

午前9時～
午後9時30分 年末年始

相談室、図書・資料
室、ロビー、交流
コーナー、女性のた
めの就活応援コー
ナー、授乳コーナー

無料
【申込】練馬区公共施設予約シ
ステム（事前に利用登録が必要）
【受付期間】利用日の2か月前
の月の初日から前日まで。保育室、視聴覚

室、会議室、録音
室、和室（大・小）、
研修室⑶

利用する時間帯・部屋に
より200円～4,400円
※�減免規定あり

地域活動のための施設
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

名　称 所在地・問合せ 開館時間 休館日 施設内容 利用料金 申込・受付期間

勤労福祉会館 東大泉5-40-36
☎3923-5511 午前9時～午後10時 年末年始

集会室、会議室
⑶、和室⑵、職業
講習室兼会議室、
音楽室、料理室、ト
レーニング室、展
示コーナーなど

利用する時間帯・
部屋により
100円～7,200円※1【申込】練馬区公共施設予約シ

ステム（事前に利用登録が必要）
【受付期間】利用日の2か月前
の月の初日から前日まで（勤労
福祉会館の集会室利用と、サン
ライフ練馬の体育室団体利用
は1週間前まで）

サンライフ練馬
東京中高年齢労働者
福祉センター

貫井1-36-18
☎3990-0185
※�クラブ室、体
育室、職業講
習室は、令和
5年3月（予定）
までワクチン
接種会場のた
め利用休止。

午前9時～午後10時 年末年始

クラブ室、研修
室⑵、体育室、和
室⑵、会議室、職
業講習室、職業
相談室、トレーニ
ング室など

利用する時間帯・
部屋により
100円～7,200円※1

区
民・産
業
プ
ラ
ザ

区民交流
ホール

練馬1-17-1
☎3992-5335 午前9時～午後10時 年末年始

ココネリホール

利用する形態・時間帯・
曜日により、
1コマ　8,400円～60,300円
※�販売等目的の利用は2割増
※�区外の方の利用は5割増

【申込】区民・産業プラザ予約シ
ステム（事前に利用登録が必要）
【受付期間】ココネリホールは
利用日の1年前から2週間前ま
で。研修室は利用日の2か月前
から利用日の前日まで。産業イ
ベントコーナーは利用日の6か
月前から利用日の当日まで（事
前電話予約制）。多目的室は利
用日の2か月前から利用日の
前日まで。※2

練馬産業振興
センター

研修室⑸

利用する形態・時間帯・
部屋により、
1コマ　900円～6,400円
※販売等目的の利用は2割増
※区外の方の利用は5割増

産業
イベントコーナー

利用する曜日・目的により、
1コマ　11,700円～28,000円
※区外の方利用は5割増

区民協働交流
センター 多目的室⑵

利用する時間帯により、
1コマ　600円～800円
※�多目的室1・2の一括利用も可

関町
リサイクルセンター

関町北1-7-14
☎3594-5351

午前9時～午後10時
利用受付は、
午後5時まで

水曜※3
年末年始

実習室⑵ 利用する時間帯により
100円～400円※1【申込】直接リサイクルセンターへ（事前に団体登録が必要）

【受付期間】利用日の2か月前
（リサイクル活動団体は3か月
前）の月の初日から利用日まで
ただし、午後5時以降の利用は
7日前まで

春日町
リサイクルセンター

春日町2-14-16
☎3926-2501 多目的室⑵

豊玉
リサイクルセンター

豊玉上2-22-15
☎5999-3196

多目的室⑴
会議室⑵
コミュニティ室⑴
（夜間のみ貸し出し）

利用する時間帯・
部屋により
100円～800円※1大泉

リサイクルセンター
大泉学園町1-34-10
☎3978-4030 会議室⑶

※1�減免規定あり　※2�利用団体の区分により別規定あり。
※3�祝休日は開館し、その直後の祝休日ではない日に休館。

（� ）

（� ）

図書館 所在地・問合せ 開館時間 週の休館日※ その他、貸し出し施設
視聴覚室 会議室 その他

平和台

⇨145p参照

平日
午前9時～午後8時

土・日・祝休日
午前9時～午後7時

第1月曜を除く
毎週月曜

－ ○
関　町 ○ ○
稲荷山 － ○
南大泉 － －
南大泉分室

「こどもと本のひろば」 － －

光が丘
第2月曜を除く
毎週月曜

○ ○
練　馬 － ○
石神井 － ○
小　竹 － ○
大　泉

第3月曜を除く
毎週月曜

○ ○
南田中 － ○
貫　井 平日・土・日・祝休日

午前9時～午後9時
○ －

春日町 － ○ ギャラリー

※週の休館日が祝休日に当たる場合は、その日以降の最も近い祝休日でない日が休館日となります。
※�その他の休館日�年末年始（12月29日～1月4日）、各館の特別館内整理期間

上記施設の利用には、事前に申し
込みが必要です。詳しくは各図書
館にお問い合わせください。

図書館
図書館のご利用を
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練馬区わたしの便利帳

個人貸し出し
　資料を借りるためには利用登録が必要です。登録には、住
所を確認できるもの（運転免許証、健康保険証など）をお持ち
ください。

予約
　図書館のカウンター・館内の資料検索機・図書館ホームペー
ジ、図書館への電話により予約ができます。
※�貸し出し資料や予約資料の状況は、図書館ホームページや図書館
情報ボックスで確認することができます。
図書館ホームページ
https://www.lib.nerima.tokyo.jp/
図書館情報ボックス（テレホン・ファクスサービス）
� ☎3939-5489

団体貸し出し
　区内の団体は、300冊までの本が3か月間借りられます。
ご利用には団体登録が必要です。

その他図書館サービス
①�各図書館には、視聴覚室、会議室などがあります。また、春
日町図書館では、ギャラリー（展示、発表スペース）を貸し
出しています。利用には、事前に申し込みが必要です。詳し
くは各図書館にお問い合わせください。
②�読書案内、学習、研究、生活情報に関する質問や調べもの
の相談などに応じています。
③�絵本や読みもの、紙芝居などを揃えた児童コーナーでは、
おはなし会などの楽しい催しを行っています。
④音訳ボランティアなどの各種講習会を行っています。
問 各図書館�⇨145p参照�
⑤障害のある方を対象に次の事業を行っています。
視覚障害等の方
・�対面朗読サービス
・�録音図書・雑誌、点字図書・雑誌、ＣＤの郵送貸し出し
・�拡大読書機の利用
・�読書補助具の貸し出し
�区内在住の肢体不自由1・2級、内部障害1〜3級、� �
要介護1〜5の方
・��図書館へ来館することが困難な方に、図書館資料の郵
送サービスを無料で行っています。

問 光が丘図書館� ☎5383-6500

資料の種類 点　数 期　間
本・雑誌・紙芝居
CD・レコード
カセットテープ

あわせて15点以内
2週間以内

ビデオ・DVD あわせて2点以内
布の絵本 2点以内

図書館資料受取窓口
　予約した本やCDなどの受取と返却ができます（練馬区立
図書館の資料に限ります）。図書館ホームページなどで予約
をする際に、ご希望の受取窓口を受取希望館として指定し、
受取時は図書館利用カードをお持ちください。

※�週の休館日が祝休日に当たる場合は、その日以降の最も近い祝休日
でない日が休館日となります。
※その他の休館日�年末年始（12月29日～1月4日）

所在地・問合せ 開館時間 週の休館日※

高野台
受取窓口

高野台2-25-1
生涯学習センター分館内
☎3904-4887

平日
午前9時～
午後8時
土・日・
祝休日
午前9時～
午後7時

第2月曜
を除く
毎週月曜

石神井
公園駅
受取窓口

石神井町7-1-2
西武池袋線高架下
☎5923-7401

大泉
学園駅
受取窓口

東大泉1-28-1
リズモ大泉学園4階
☎3924-6501

北町
受取窓口

北町2-26-1
北町地区区民館内
☎3932-3781

上石神井
受取窓口

上石神井1-6-16
上石神井南地域集会所内
☎5991-3230

豊玉
受取窓口

豊玉上2-22-15
豊玉リサイクルセンター内
☎3992-1600

毎週水曜

ここでも本が借りられます
※��以下の施設で貸し出しを希望する場合は、区立図書館の利用カードは
使えませんのでご注意ください。

男女共同参画センターえーる図書・資料室�
� ☎3996-9099
　男女共同参画の推進に係る図書の貸し出し、行政資料の
閲覧などができます。1人6冊まで、4週間以内。資料を借り
るためには利用登録が必要です。

学校図書館の開放（小学校）
　次の小学校（40校）の図書館を、子どもを主とした地域の
方に開放しています。
�開放校
　旭丘、小竹※、豊玉東、豊玉南、早宮、開進第一、開進第二、開
進第三、南町、北町、練馬、練馬東、田柄、田柄第二※、向山※、
豊溪、春日、光が丘四季の香、石神井東、石神井西、上石神井、
上石神井北、光和、谷原、北原※、関町北、大泉、大泉第一、大泉
第三、大泉第四※、大泉第六、大泉東、大泉西、大泉南、大泉北、
大泉学園、大泉桜学園、橋戸、富士見台、八坂
※�下線の開放校は、学校図書館に設置している端末機で、区立図書
館資料の検索ができます。また予約・貸し出しも行っています。
※�印の開放校は、中学生以上の方を対象に、図書館の一部スペース
を学習席として開放しています。

問 子育て支援課学校応援団・開放係�☎5984-1057

厚生文化会館図書室� ☎3991-3080
　児童・人権関係の図書の貸し出しを行っています。1人2冊
まで、2週間以内。図書を借りるためには利用登録が必要です。

　また、受取窓口では、利用登録や資料検索機での資料の検
索・予約ができます（ただし、高野台受取窓口には、資料検索
機はありません）。
　大泉学園駅受取窓口には、月ごとのテーマに沿った資料を
展示するコーナーを設置しています。展示資料は借りること
ができます。
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スポーツ事業
種　目 時期 対　象

屋
内
ス
ポ
ー
ツ

バレーボール開放 通年 どなたでも
（春日町青少年館のみ）

卓球・バドミントン開放 通年 どなたでも
（春日町青少年館のみ）

卓球教室 通年 子ども・親子
（南大泉青少年館のみ）

けん玉教室 通年 子ども・親子
（南大泉青少年館のみ）

バスケットボール開放 通年 どなたでも
（春日町青少年館のみ）

子ども体操教室 春日町年1回
南大泉年1回 子ども

ヤングダンス講座 通年 中学生～おおむね30歳ま
で（春日町春少年館のみ）

体力測定、健康体力相談
　体力測定、スポーツ・栄養に関する相談を通して、健康と体
力づくりのお手伝いをします。予約定員制です。申し込みは
利用日の前日まで光が丘体育館の窓口（電話も可）で受け付
けています。

体力測定�※有料
　15歳（中学生を除く）から65歳までの方が対象です。各種
の体力測定などを行い、安全かつ効果的な運動プログラム
を作成し、アドバイスをします。

高齢者体力テスト（60歳以上の方）※無料
　無理なく楽しみながら体力を測定し、今後の健康維持のた
めのアドバイスをします。

健康体力相談�※無料
　子ども（保護者同伴）から高齢者までの方が対象です。専
門のスタッフが、健康と体力づくり、運動の仕方、栄養のとり
方その他スポーツ全般にわたりアドバイスをします。
問 光が丘体育館� ☎5383-6611

スポーツ安全保険
　スポーツ活動などに伴う傷害事故・賠償責任を負う事故の
補償として、スポーツ安全協会の傷害保険・賠償責任保険が
あります。各体育館、中村南スポーツ交流センター、三原台温
水プール、石神井松の風文化公園、練馬総合運動場公園、各
成人用野球場、スポーツ振興課で加入用紙を配布しています。
問 スポーツ振興課事業係� ☎5984-1947

生涯学習団体届出制度
　学習・スポーツ活動を目的として、区内において区民が自主
的に組織する団体を対象に、生涯学習団体の届出制度がありま
す。届出要件は、構成員の過半数が区内在住・在勤・在学者で、
10人以上の自主的・非営利な団体であることなどです。届出を
するとスポーツ施設、学校施設などの使用料が減免されます。
スポーツ団体
問 スポーツ振興課振興係� ☎5984-1948
文化団体
問 生涯学習センター� ☎3991-1667

各種振興制度

問 春日町青少年館� ☎3998-5341
問 南大泉青少年館� ☎3924-3500

青少年館でスポーツを

種　目 時　期 対　象

初
心
者
ス
ポ
ー
ツ
教
室

屋��

内

バドミントン 春

一般バレーボール 春
卓球 秋
弓道 春
アーチェリー 春 中学生以上
バスケットボール 秋 小4～小6
剣道 夏 小学生以上
空手道 秋 小学生以上
柔道 夏 小・中学生
少林寺拳法 秋 小学生以上
なぎなた 春～夏 小学生以上
少年少女体操 秋 小学生
健やか体操 春 65歳以上
エアロビックダンス 春 一般
ファミリースポーツ 秋 家族
親子体操 春 4歳～就学前児の親子
キャッチバレーボール 春 小1～小4
トランポリン 春 4歳～中学生

屋��

外

硬式テニス 春、冬 一般
相撲 春 幼児～中学生
ローラースケート 春 5歳以上
ソフトテニス 春 中学生以上
ジュニア陸上 春～秋 小学生
スキー 冬 一般
ゴルフ 春 一般
タグラグビー 冬 小1～小3

水��

泳

初心者水泳 春、秋 幼児、小学生、女性（60
歳未満）、60歳以上

ぜんそく児水泳 春、秋、冬 ぜんそく児（4歳～小4）
アクアエクササイズ 春 一般
夏休み水泳教室 夏 就学1年前児以上

野
外
活
動・イ
ベ
ン
ト

野
外
活
動
アウトドア事業 春、秋 「ねりま区報」でお知

らせします。

イ
ベ
ン
ト

スポーツの日記念行事 10月10日 どなたでも
少年少女スポーツ
ふれあい広場 冬 どなたでも

初心者スポーツ教室・野外活動・イベント
　応募方法は、約1か月前に「ねりま区報」でお知らせします。
年度により、開催時期が変更される場合があります。

問 スポーツ振興課事業係� ☎5984-1947
問 スポーツ振興課振興係� ☎5984-1948
練馬こぶしハーフマラソン

　区内の主要幹線道路をメインコースとして、人と街と緑と
をつなぐハーフマラソン大会です。区
内外から参加するランナーを温かい
おもてなしで迎え、大会を通じて区の
魅力を全国へ発信しています。
【開催時期】3月
問 スポーツ振興課シティマラソン係� ☎5984-3555
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練馬区わたしの便利帳

※1�総合体育館は改修工事のため、令和5年3月（予定）まで休館。
※2�練馬区公共施設予約システムの団体登録については、各体育館、中村南スポーツ交流センター、三原台温水プール、石神井松の風文化公園にお問い合わせください。

プール

施設名 所在地・電話番号 施設内容 開場期間・時間
および休場日 利用料金 利用・申込方法

上石神井体育館
温水プール

上石神井1-32-37
☎5991-6601

25ｍ温水プール
幼児用温水プール

午前9時～午後9時30分
休場日／第2月曜（祝休
日のときはその翌日）

・�個人利用
　1人　1時間200円
　※�小・中学生は半額。
　※�幼児は無料。
　※�65歳以上75歳未満
の方・心身障害者の
方は半額、75歳以
上の方は無料です。
いずれも住所・氏名・
年齢が確認できる
もの（心身障害者の
方は身体障害者手
帳、愛の手帳、精神
障害者保健福祉手
帳）をご持参くださ
い。

　※�土曜日の正午まで
に入場した小・中学
生は2時間無料

・�団体利用
　�1団体1コース2時間
4,800円（石神井プー
ルは団体利用不可）

大会などで利用できない日が
ありますので事前に確認して
ください。ご不明な点は各プー
ルにお問い合わせください。
・�個人利用
　■���水泳帽を持参（石神井
プール以外）。

　■���小学校3年生以下の子
どもには、必ず水着を着
た18歳以上の付添い
（付添い1人につき、子ど
も2人まで）が必要です。

　■���オムツのとれていない
幼児は利用不可。

・�障害者専用コース
　�週1回、各温水プールで
心身障害者専用の遊泳
時間を設けています。事
前に登録が必要です。
・�団体利用
　�事前に団体登録が必要で
す。登録後、練馬区公共施
設予約システムで抽選や
予約の申し込みができま
す。※2

平和台体育館
温水プール

平和台2-12-5
☎5920-3411

25ｍ温水プール
幼児用温水プール

大泉学園町体育館
温水プール

大泉学園町
5-14-24
☎5905-1161

25ｍ温水プール
幼児用温水プール

光が丘体育館
温水プール

光が丘4-1-4
☎5383-6611

25ｍ温水プール
幼児用温水プール

中村南スポー
ツ交流センター
温水プール�

中村南1-2-32
☎3970-9651

25ｍ温水プール
歩行用温水プール
幼児用温水プール
ジャグジー

三原台
温水プール

三原台2-11-29
☎3924-8861

25ｍ温水プール

幼児用屋外プール
（夏期のみ）

7月1日～9月10日
午前9時～午後6時
休場日／第2月曜（祝休
日のときはその翌日）

石神井プール
（屋外）※1

石神井町5-12-16
☎3997-6131

50ｍ屋外プール
幼児用屋外プール

7月1日～9月10日
午前9時～午後7時

※1�期間外の問合せは、三原台温水プールへ。
※2�練馬区公共施設予約システムの団体登録については、各体育館、中村南スポーツ交流センター、三原台温水プール、石神井松の風文化公園にお問い合わせください。

スポーツ施設

　年末年始はすべての施設で休館・休場します。各施設の休館日・休場日は下表でご確認ください。
体育館

区のスポーツ施設

施設名 所在地・
電話番号 施設内容 開館時間

および休館日 利用料金 利用・申込方法

総合体育館
※1

谷原1-7-5
☎3995-2805

競技場、卓球場、弓
道場、柔道場、剣道
場、エア・ライフル
場、トレーニング室、
相撲場、ローラース
ケート場、会議室、
多目的広場

午前9時～午後
9時30分
○総相撲場、ロー
ラースケート場・
多目的広場は、
夜間利用ができ
ません。利用時
間は季節によっ
て変更がありま
す。
休館日
第2月曜（祝休
日のときはその
翌日）

・�個人利用
　1人　1時間100円
 　バドミントン、卓球
 　○平○上○大○光○中
 　…1時間100円
 　○総○桜
 　…1回200円～300円
 　トレーニング室
 　……2時間200円
 　屋内ランニングコース
 　○光…1回100円
　※中学生以下は無料。
　※�65歳以上75歳未満の
方・心身障害者の方は半
額、75歳以上の方は無
料です。いずれも住所・
氏名・年齢が確認できる
もの（心身障害者の方は
身体障害者手帳、愛の手
帳、精神障害者保健福祉
手帳）をご持参ください。

・�団体利用
　�利用施設内容、時間帯によっ
て異なりますので、各体育館
にお問い合わせください。

大会などで利用できない日があり
ますので事前に確認してください。
ご不明な点は各体育館にお問い
合わせください。
・�個人利用
【競技場など】個人利用の時間
帯に利用できます（混雑時は
利用できない場合があります）。
種目により用具の貸し出しが
あります。武道場、ローラース
ケート場以外は室内運動靴を
忘れずにお持ちください。
【トレーニング室】会員制です。
事前に利用説明（随時受付）
を受けてください。利用でき
るのは15歳以上（中学生を除
く）の練馬区在住・在勤・在学
の方です。初回登録時は住所
を確認できるもの（運転免許
証など）をお持ちください。
併せて、室内用運動靴を忘れ
ずにお持ちください。
・�団体利用
事前に団体登録が必要です。
登録後、練馬区公共施設予約
システムで抽選や予約の申し
込みができます。※2

桜台体育館 桜台3-28-1
☎3992-9612

競技場、柔道場、剣
道場兼卓球場

上石神井体育館
上石神井
1-32-37
☎5991-6601

競技場、武道場2室、
トレーニング室、会
議室

平和台体育館 平和台2-12-5
☎5920-3411

競技場、武道場2室、
トレーニング室、会
議室

大泉学園町
体育館

大泉学園町
5-14-24
☎5905-1161

競技場、武道場2室、
トレーニング室、会
議室

光が丘体育館 光が丘4-1-4
☎5383-6611

競技場、トレーニン
グ室、健康体力相談
室、屋内ランニング
コース、会議室

中村南スポーツ
交流センター

中村南1-2-32
☎3970-9651

多目的アリーナ、武
道場1室、トレーニ
ング室、会議室

○総

○桜

○上

○平

○大

○光

○中

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

庭球場

※1���練馬区公共施設予約システムの登録については、各体育館、中村南スポーツ交流センター、三原台温水プール、石神井松の風文化公園にお問い
合わせください。

施設名 所在地・電話番号 施設内容 開場時間および休場日 利用料金 利用・申込方法

豊玉中公園庭球場 豊玉中4-1-17
☎3991-3461 3面（人工芝）

午前9時～午後6時
季節により
変更があります

1面2時間枠
1,600円
1面3時間枠
2,400円
照明料（1面1時間）
300円

事前に個人登録が必
要です。登録後、練馬
区公共施設予約シス
テムで抽選や予約の
申し込みができます。
※1

びくに公園庭球場 東大泉2-28-31
☎3921-5203 2面（ハードコート）

午前9時～午後6時
季節、曜日により
変更があります

土支田庭球場 土支田4-31-24
☎3921-7566 7面（人工芝）

午前9時～午後6時
季節により
変更があります

夏の雲公園庭球場 光が丘3-5-1
☎5997-7630

4面（人工芝）
照明設備あり

午前9時～午後9時大泉さくら運動公園
庭球場

大泉学園町9-4-5
☎3921-7088

2面（人工芝）
1面（ハードコート）
照明設備あり

大泉学園町希望が丘公園
庭球場

大泉学園町9-1-2
☎3921-6850

3面（人工芝）
照明設備あり

石神井松の風文化公園
庭球場

石神井台1-33-44
☎5372-2455

6面（人工芝）
1面（ハードコート）

午前9時～午後6時
季節により
変更があります

（� ）
（� ）
（� ）

（� ）

成人野球場（軟式）

※1���練馬区公共施設予約システムの団体登録については、各体育館、中村南スポーツ交流センター、三原台温水プール、石神井松の風文化公園にお
問い合わせください。

施設名 所在地・電話番号 施設内容 開場時間および休場日 利用料金 利用・申込方法

学田公園野球場 豊玉南3-32-27
☎3992-2070 1面

午前9時～午後6時
季節、曜日により
変更があります

1面2時間枠
2,400円
1面3時間枠
3,600円

事前に団体登録が必要です。
登録後、練馬区公共施設予約シ
ステムで抽選や予約の申し込
みができます。
※1

北大泉野球場 大泉町3-31-44
☎3921-6297

2面
東台野球場 石神井町1-11-32

☎3996-3519

（� ）

運動場
施設名 所在地・電話番号 施設内容 開場時間

および休場日 利用料金 利用・申込方法

練馬総合運動場
公園陸上競技場

練馬2-29-10
☎3994-3086

全天候舗装400ｍトラック
人工芝グラウンド
陸上競技、サッカー、ラグ
ビー、フットサル、グラウンド・
ゴルフなど

午前9時～午後6時
季節により
変更があります

・�個人利用
　無料
・�団体利用
　全面2時間枠　6,000円
　全面3時間枠　9,000円
　※�半面利用も可。� �

その場合、上記金額は
半額。

　※利用する区画によって
　　料金が異なります。

・�団体利用
　�事前に団体登録が必要
です。登録後、練馬区
公共施設予約システム
で抽選や予約の申し込
みができます。※1
・�個人利用
　�原則、第2土曜と第4日
曜に個人利用ができま
す。また、団体利用がな
い時間帯も個人利用が
できます。

（� ）

※1��練馬区公共施設予約システムの団体登録については、各体育館、中村南スポーツ交流センター、三原台温水プール、石神井松の風文化公園、練馬
総合運動場公園にお問い合わせください。

少年野球場
施設名 所在地・電話番号 施設内容 開場時間および休場日 利用料金 利用・申込方法

練馬総合運動場
少年野球場

練馬2-29-10
☎3994-3086 2面

午前9時～午後5時
季節により
変更があります

無料

直接施設にお問い合わせくださ
い。

大泉学園
少年野球場 大泉学園町3-9-27 1面

午前9時～午後5時
季節、曜日により
変更があります

運営委員会で管理しています。
問合せ　総合体育館
☎3995-2805

荒川河川敷
野球場

（硬式少年野球）

埼玉県戸田市下笹目地先
3面

午前8時～午後6時
季節により
変更があります

運営委員会で管理しています。
問合せ　スポーツ振興課施設係
☎5984-4725埼玉県朝霞市下内間木地先

（� ）
（� ）

（� ）
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練馬区わたしの便利帳

コース名 所在地 コース内容 開場期間・時間および休場日 問合せ
北町すずしろ
コース 田柄川緑道 1.0km（片道コース） 通年

※�コースは一般の道路などに接している箇
所もあります。ご利用には十分に注意し
てくだい。

スポーツ振興課振興係
☎5984-1948大泉さくら

コース
大泉さくら運動公園・
大泉中央公園内

0.6km（短距離コース）
1.13km（長距離コース）

ランニングコース

※1��練馬区公共施設予約システムの団体登録については、各体育館、中村南スポーツ交流センター、三原台温水プール、石神井松の風文化公園、練馬
総合運動場公園にお問い合わせください。

施設名 所在地・電話番号 施設内容 開場時間
および休場日 利用料金 利用・申込方法

大泉さくら
運動公園
多目的運動場

大泉学園町
9-4-5
☎3921-7088

1面（人工芝）�照明設備あり
サッカー、ラグビー、フット
サル、ゲートボール、グラ
ウンド・ゴルフなど

午前9時～午後9時
季節により
変更があります

・�個人利用
　無料
・�団体利用
　全面2時間枠�4,400円
照明料（全面1時間）2,200円
※�半面利用も可。その場合、
上記金額は半額。

・�団体利用
　�事前に団体登録が必要
です。登録後、練馬区
公共施設予約システム
で抽選や予約の申し込
みができます。� �
※1
・�個人利用
　�団体利用がない時間帯に
は個人利用ができます。

大泉学園町
希望が丘公園
多目的運動場

大泉学園町
9-1-2
☎3921-6850

1面（人工芝）�照明設備あり
少年野球（小学生以下）、サッ
カー、ラグビー（練習のみ。小
学生以下のサッカー、ラグ
ビーは試合可）、フットサル、
ソフトボール、ゲートボール、
グラウンド・ゴルフなど

午前9時～午後9時

・�個人利用
　無料
・�団体利用
　全面2時間枠�2,400円
照明料（全面1時間）1,200円
※�種目により半面利用も
可。その場合、上記金額
は半額。

石神井松の風
文化公園
多目的広場

石神井台
1-33-44
☎5372-2455

1面（天然芝）
少年軟式野球（小学生以
下）、少年サッカー（小学生
以下）、少年ラグビー（小学
生以下。練習のみ）、ソフト
ボール（中学生以下）、ゲー
トボール、グラウンド・ゴルフ、
ターゲットバードゴルフなど

午前9時～午後6時
季節により
変更があります

・�個人利用
　無料
・�団体利用
　1面2時間枠�3,000円
　1面3時間枠�4,500円

・�団体利用
　�事前に団体登録が必要
です。登録後、練馬区公
共施設予約システムで
抽選や予約の申し込み
ができます。� �
※1

・�個人利用
　�団体利用がない時間帯
には個人利用ができま
す。なお、大泉運動場は
個人利用のみ可能な時
間帯があります。

大泉運動場
大泉町
5-24-12
☎3922-6121

2面（人工芝）：キャッチボー
ル、フットサル、ゲートボール、
グラウンド・ゴルフなど
1面（ダスト舗装）：バスケッ
トボール、フットサル、ゲー
トボール、グラウンド・ゴル
フなど

（� ）

（� ）

多目的広場
施設名 所在地・電話番号 施設内容 開場時間および休場日 利用料金 利用・申込方法

やまなみ公園
多目的運動広場 西大泉2-12 多目的広場

午前9時～午後6時
季節、曜日により
変更があります

◎�総合体育館�東側多目的広
場は第2月曜休場（祝休日
のときはその翌日）

無料

・�「やまなみ」は地域の管
理運営委員会が管理して
います。

　問合せ　総合体育館
　☎3995-2805
・�「夏の雲」「びくに」「総合
体育館東側」の利用につ
いては、各施設へお問い
合わせください。

　問合せ　各施設

夏の雲公園
多目的広場

光が丘3-5-1
☎5997-7630 多目的広場

びくに公園
多目的広場

東大泉2-28-31
☎3921-5203 多目的広場

総合体育館
東側多目的広場

谷原1-7-5
☎3995-2805
※�令和5年3月（予
定）まで改修工
事のため休場。

多目的広場
（ゲートボール、グラウンド・ゴルフ）

（� ）

126

各
種
施
設

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   126２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   126 2022/08/01   15:36:442022/08/01   15:36:44



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

利用案内
種　別 開場時間 利用料金 利用・申込方法

野球場
・�城北中央
・�光が丘
・�石神井（A・B）
・�大泉中央

城北中央
【3月～11月】午前9時～午後9時
【12月～2月】午前9時～午後4時
光が丘
【3・4・9・10月】午前9時～午後5時
【5月・8月】午前9時～午後6時
【6月・7月】午前9時～午後7時
【11月～2月】午前9時～午後4時
石神井
A【通年】午前9時～午後9時
B【3月～10月】午前9時～午後5時
【11月～2月】午前9時～午後4時
大泉中央
【通年】午前9時～午後9時

面単位
・�野球場
　1時間�1,200円
※土・日・祝休日は1時間�1,500円
・�小野球場
　1時間�500円
※土・日・祝休日は1時間�600円
照明料
1時間�1,500円

申し込みについて
・�都立公園の野球場・庭球場を利用するに
は、あらかじめ利用者登録が必要です。��
ご利用に当たっては、抽選制となります。�
詳しくは東京都スポーツ施設予約セン
ターにお問い合わせください（☎5330-
1321）� �
インターネット（https://yoyaku.sports.
metro.tokyo.lg.jp/）
・�各施設の設備条件などにより、利用時間・
利用料金が異なる場合があります。事前
に各施設にお問い合わせください。また、
利用する公園管理所の利用案内をご確
認ください。庭球場

・�城北中央
・�光が丘
・�石神井

城北中央
【3月～11月】午前9時～午後9時
【12月～2月】午前9時～午後4時
光が丘
【通年】午前9時～午後9時
石神井
【3月～10月】午前9時～午後5時
【11月～2月】午前9時～午後4時

面単位
1時間�1,300円
照明料
1時間�500円

陸上競技場
・�城北中央
・�光が丘
・�大泉中央

【通年】午前9時～午後5時
（大泉中央11月～3月／午前9時～午後4時30分）
※�貸切りのないときは一般開放
※�大泉中央の貸切りはサッカー、ラグビー可
※�城北中央・光が丘は一般開放日以外は貸
切り可

都内の小・中学校
午前5,000円　午後6,000円
学校および学校に準ずるもの
午前7,200円　午後9,400円
その他
午前15,800円　午後21,600円

・�詳しくは、各公園管理所にお問い合わせ
ください。

弓道場
・�光が丘
（和弓・洋弓）

【3月～10月】午前9時～午後4時30分
【11月～2月】午前9時～午後4時

個人利用
1時間�210円
用具使用料
1時間�140円

・�休場日、利用資格、貸切り、初心者利用な
どについては公園弓道場にお問い合わ
せください。
� （☎3976-8151）

施設名 所在地 電話・問合せ 施設内容など（利用時間は各施設にお問い合わせください） 休館日※1
サンライフ練馬

（東京中高年齢労働
者福祉センター）

貫井1-36-18 ☎3990-0185
体育室（バレーコート1面規模）、トレーニング室（個人利用のみ）
※�体育室は令和5年3月（予定）までワクチン接種会場のため、利用
休止。

なし

旭町南地区区民館 高松5-23-15 ☎3904-5191 体育室、トレーニング室（個人利用のみ）、温水プール なし

春日町青少年館 春日町4-16-9 ☎3998-5341 レクリエーションホール（バレーコート1面規模） 木曜※2

南大泉青少年館 南大泉1-44-7 ☎3924-3500 レクリエーションホール（バドミントンコート1面規模） 月曜※2

勤労福祉会館 東大泉5-40-36 ☎3923-5511 トレーニング室（個人利用のみ） なし

※1�年末年始の休館日は各施設にお問い合わせください。
※2�休館日が祝休日に当たる場合は、その日以降の最も近い祝休日でない日が休館日となります。

スポーツ施設のある区立施設

公園管理所 所在地 問合せ 施設内容

城北中央公園 氷川台1-3-1 ☎3931-3650
野球場（2面、照明設備あり）、小野球場（2面）、庭球場（人工芝9面、1面を除き照
明設備あり）、陸上競技場（400mトラック）、ゲートボール場（1か所）、多目的広場
（フットサル他）

光が丘公園 光が丘4-1-1
☎3977-7638
☎3976-8151
（弓道場）

野球場（4面）、庭球場（人工芝8面、照明設備あり）、陸上競技場（400mトラック）、
弓道場、ゲートボール場（4面）、少年サッカー場（多目的広場）

石神井公園 石神井台1-26-1 ☎3996-3950 野球場（2面、1面は照明設備あり）、小野球場（1面）、庭球場（人工芝2面）

大泉中央公園 大泉学園町9-4-3 ☎3867-8096 野球場（1面、照明設備あり）、陸上競技場（全天候型400mトラック）

都立公園スポーツ施設
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練馬区わたしの便利帳

学校施設開放（体育館、校庭）

　海外友好都市や国内外の都市との交流を行うとともに、区
民を主体とした交流事業を進めています。また、地域において、
外国人の区民と日本人の区民が互いの文化・習慣の違いを
認め合い、継続的な関係を築いていくことを目的として、外
国人のための相談窓口、日本語講座、区内ボランティア日本
語教室の紹介など、さまざまな事業を行っています。

友好都市などとの交流
　区と友好都市の提携を結んでいる都市をはじめ、国内外
の都市間交流事業を行っています。友好都市に関する常設
展示やパネル展などを行っています。
問 国際・都市交流課国際・都市交流担当係 
 ☎5984-1302

外国人のための相談窓口
　困ったことの相談や、文化・学習情報の提供（英語、中国語、
韓国語、タガログ語）をしています。
【相談日】月〜金曜（祝休日を除く）
※韓国語は金曜、タガログ語は月曜のみ
【時間】午後1時〜午後5時
【電話番号】☎5984-4333
【開設場所】地域振興課事業推進係
※その他の言語はお問い合わせください。

① 体育館開放
卓球、バドミントン、バレーボールなど種目別の個人利用
日があり、当日、会場で申し込み、気軽にスポーツが楽しめ
ます。日程・種目などは区ホームページをご覧ください。

開放校（37校）
・�小学校
旭丘、小竹、豊玉、豊玉東、早宮、開進第一、開進第四、仲町、
南町、北町西、練馬、練馬第三、豊溪、旭町、春日、光が丘四
季の香、光が丘春の風、光が丘夏の雲、光が丘秋の陽、石
神井、石神井西、石神井台、上石神井北、光和、谷原、大泉
第一、大泉第四、大泉西、大泉南、大泉学園緑、大泉桜学園、
橋戸、南が丘

・�中学校
豊玉、開進第三、大泉、関

② 校庭開放
�　�全小学校の校庭を、主に子どもたちの遊び場、スポーツの
場として開放しています。
問 子育て支援課学校応援団・開放係 ☎5984-1057

学校施設の一般利用（小・中学校全校）
　学校教育に支障のない範囲で、校庭、体育館、教室などの
利用ができます。
【申込】利用希望校
【使用料支払い先】学校応援団・開放係
※�使用料減免の規定もあります。
問 子育て支援課学校応援団・開放係 ☎5984-1057

国際・都市交流と多文化共生

情報コーナー
　日本語学習の情報や外国人のための生活情報などを、多
言語により提供しています。
【開設日時】平日の午前10時〜午後1時、土・日・祝休日の午後
1時〜午後4時（年末年始など、文化交流ひろば休館日を除く）
【対応言語】英語：火・木・土曜、中国語：水・金・日曜、韓国語：月曜���
※その他の言語はお問い合わせください。
【電話番号】☎3975-1252
【開設場所】文化交流ひろば（光が丘3-1-1）

日本語講座
　日常生活に必要なあいさつや会話など、初級の日本語を学
習できます。募集は年2回「ねりま区報」などでお知らせします。
問 地域振興課事業推進係 ☎5984-4333

　地域活動や協働に関する相談に応じています。また、簡単
な打合せなどができる交流コーナー、地域活動に関する情
報を発信できる情報コーナー、チラシの印刷などができる作
業コーナーを設置しています。
問 区民協働交流センター ☎6757-2025

地域活動支援と協働の推進

区立の庭園と主な公園
区立公園・庭園

向山庭園（向山3-1-21）� ☎3926-7810
　武蔵野の面影を残す、樹木や池のある日本庭園です。
開園時間
【庭園散策（無料）・施設受付】
午前9時〜午後5時
【茶室・和室・多目的室・日本庭園
施設利用（有料）】午前9時〜午後
9時30分（日本庭園は午後5時ま
で）。練馬区公共施設予約システム
（事前に利用登録が必要）で利用日の3か月前から前日まで受付。
休園日
　年末年始

牧野記念庭園（東大泉6-34-4）
 ☎6904-6403
　世界的に有名な植物学者、牧野
富太郎博士の住居跡を整備した
庭園です。庭園には、サクラ‘セン
ダイヤ’、スエコザサなど300種
類以上の植物が生育しています。記念館では、博士ゆかりの
品々を展示しているほか、博士にまつわる植物画などの企画
展も行っています。
　企画展などのご案内は、「ねりま区報」などでお知らせします。
開園時間
　午前9時〜午後5時（入園無料）
休園日
　火曜（火曜が祝休日の場合、その日以降直近の祝休日でな
い日）、年末年始
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平成つつじ公園（練馬1-17-6）
　久留米市（福岡県）の協力によ
り集めた久留米ツツジなど、国内
や海外の約600品種10,000株の
ツツジが植えられています。例年、
4月中旬に見頃を迎えます。
問 東部公園出張所� ☎3994-8141

大泉交通公園（南大泉6-16-1）� ☎3924-0996
　ゴーカートや自転車で遊びなが
ら、交通ルールが学べる公園です。
�対象
　自転車は中学生以下、ゴーカー
トは小学生以下
開園時間
　午前9時～午後5時（入園無料）
　自転車・ゴーカートの利用は、月・水・金・土・日曜が午前9時
30分～午後4時30分。火・木曜が午後1時～午後4時30分
休園日
　年末年始

武蔵関公園（関町北3-45-1）
　池を囲んで木々が茂り、春のお
花見、秋の紅葉と、四季それぞれ
の自然が満喫できるゆったりとし
た公園です。ボート場は月曜日（※）
および12月1日～3月14日の間
休業します。
※�月曜が祝休日に当たる場合は、その日以降の最も近い祝休日でない
日が休業日となります。
問 西部公園出張所� ☎3904-7557
土支田農業公園（土支田3-34-26）� ☎5387-8931
　練馬の昔の農家を再現した古
納屋や畑があり、農業教室を通し
て初心者の方でも農場スタッフの
補助を受けながら野菜作りを楽し
むことができます。農業教室の講
習生の募集は、毎年2月頃に「ねり
ま区報」、区ホームページでお知らせします。
開園時間
　体験農場：日中は自由にご覧になれます。
　管理棟、古納屋：午前9時30分～午後4時30分（入園無料）
※�上記時間外および火曜（火曜が祝休日の場合、その日以降直近の祝
休日でない日）、年末年始は、管理棟、古納屋はご利用できません。

こどもの森（羽沢2-32-7）� ☎5999-6200
　木登り、泥あそび、虫捕りなど、
自然の中で子どもの自由な発想
で遊ぶことができる冒険遊び場で
す。いつも遊びを見守ってくれる
プレーリーダーがいます。子ども
の体験の幅を広げるイベントも盛
りだくさんです。
開園時間
午前9時～午後5時（3月～9月）
午前9時～午後4時30分（10月～2月）
休園日
　年末年始

立野公園（立野町32-1）
　公園中央に広さ約7,000㎡の
大きな広場があり、その周りには、
区と友好交流を行っている北京市
海淀区から贈られた碧桃樹を用
いた中国式の庭園や、夏になると
子どもたちが水遊びを楽しめる水
の広場（通称ジャブジャブ池）などが配置され、多くの方に楽
しんでいただけます。
問 西部公園出張所� ☎3904-7557

四季の香ローズガーデン（光が丘5-2-6）� ☎6904-2061
　バラの香りを楽しむ庭をテーマ
に香りの異なる6種類のバラを分
けて配置した「香りのローズガー
デン」の他、「色彩のローズガーデ
ン」、「香りのハーブガーデン」など、
四季折々に五感で楽しめる庭園で
す。講習棟では、園芸相談の他、花とみどりに関するイベント
や講座を実施しています。
開園時間
　午前9時～午後5時（入園無料）
休園日
　火曜（火曜が祝休日の場合、その日以降直近の祝休日でな
い日）、年末年始

中里郷土の森（大泉町1-51-2）� ☎3922-3021
　100年以上前からある貴重な
屋敷林と井戸水を活用した緑地
です。虫や魚の水槽やパネル展示、
自然体験プログラムもあるので、
みどりや生き物について自然解説
員とともに楽しく学べます。夏に
は池と小川でヘイケボタルが観察できます（事前予約制）。
開園時間
午前9時～午後5時（3月～9月）
午前9時～午後4時30分（10月～2月）
休園日
　火曜（火曜が祝休日の場合、その日以降直近の祝休日でな
い日）、年末年始
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練馬区わたしの便利帳

都立公園
城北中央公園（氷川台1-3-1）� ☎3931-3650
　野球場などの運動施設のほか、奈良・平安時代のたて穴式
住居も復元され、スポーツ、ピクニックなどいろいろな楽しみ
方ができます（通常時は保護のため遺跡の中には入れません）。

光が丘公園（光が丘4-1-1）� ☎3977-7638
　緑豊かな芝生広場やイチョウ並木は、公園の憩いの場とし
て親しまれています。また、春は満開の桜が咲き誇ります。野
球場やテニスコートなど運動施設もあります。

石神井公園（石神井台1-26-1）� ☎3996-3950
　国の天然記念物に指定された沼沢植物群落や多くの野鳥が
見られる三宝寺池と、ボート遊びが人気の石神井池があります。

大泉中央公園（大泉学園町9-4-3）� ☎3867-8096
　水の広場や野鳥の森、チョウ類の楽園「ちょうの里」や広大
な芝生がある陽だまりの広場のほか野球場や競技場などが
あります。

区外の施設

農業体験農園
　利用者が農家から指導を受けながら農業体験ができます。
現在、区内に18園あります。募集は毎年1月頃の「ねりま区
報」、区ホームページでお知らせします。
【利用料】有料
【利用期間】3月中旬～翌年の1月31日（更新可）
問 都市農業課農業振興係� ☎5984-1403

練馬区農の学校�（高松1-35-2）
　複数のコースを設け、農業者の支え手となる人材を育成し、
講座の修了生と支え手を必要とする区内農業者とのマッチ
ングなどを行います。募集は、毎年6月（農とのふれあい・体
験コース）、12月頃（初級コース、農とのふれあい・体験コース）
に「ねりま区報」、区ホームページでお知らせします。
【利用料】有料
【利用期間】コースにより異なります。詳しくはお問い合わせ
ください。
問 都市農業課農業振興係� ☎5984-1403

練馬区立区民農園
　区が所有者からお借りした農地を整備して、区民の方に貸
し出している農園です。現在、1区画の面積が約15㎡の農園
が22園、約30㎡の農園が5園あります。利用者募集は2年に
1度、11月頃の「ねりま区報」、区ホームページでお知らせし
ます。申し込みは1世帯（1団体）につき1区画です。
【利用料】有料
【利用期間】原則として1年11か月間
問 都市農業課都市農業係� ☎5984-1398

区内で農業体験

ベルデ（少年自然の家）
ベルデ軽井沢
（〒389-0115�長野県北佐久郡軽井沢町大字追分1341-1）
☎0267-46-4141
FAX0267-46-4145
施設

　8人用和室（30室）、4人用和室
（12室）、3人用和室（8室）、研修室、
体育館、グラウンド2面、テニスコー
ト8面、浴室

ベルデ武石（〒386-0507�長野県上田市武石上本入2469）
本館　☎0268-86-2526／FAX0268-86-2022
新館　☎0268-86-2525／FAX0268-86-2025
施設
【新館】4人用和室（10室）、4人
用洋室（4室）、3人用洋室（1室�
車いす対応）、浴室（温泉）
【本館】8人用和室（18室）、3人
用和室（6室）、研修室、体育館、
グラウンド1面、テニスコート4
面、浴室（温泉）

※研修室などの付帯設備は、新館と共用になります。

ベルデ岩井（〒299-2216�千葉県南房総市久枝837）
☎0470-57-4141
FAX0470-57-4143
施設
　8人用和室（28室）、4人用和室
（6室）、3人用和室（8室）、研修室、
体育館、グラウンド2面、テニスコー
ト6面、浴室

※�ベルデ下田は令和4年3月31日をもって一般利用および団体利用を
終了しました。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

ベルデ（少年自然の家）の利用方法
利用できる方
　区内在住・在勤・在学の方、区内の少年団体など
※�区内在住・在勤・在学でない方が半数を超える場合は、申込期間・利用
料金・利用可能な施設が変わります。

利用できる日
　通年（小・中学校移動教室や施設点検のため、利用できな
い日があります）

利用料金
基本料金（1泊）
【大人】1,500円
【小・中学生】750円
【幼児】無料
【高齢者（65〜74歳）】750円
【高齢者（75歳以上）】無料
【障害者（本人および介助者2人）】750円
個室利用料金（1室1泊）
【軽井沢】4人部屋4,000円、3人部屋3,000円
【武石新館】4人部屋4,000円、3人部屋（車いす対応）3,000円
【武石本館】3人部屋3,000円
【岩井】4人部屋4,000円、3人部屋3,000円
※�各施設の8人部屋の利用料は無料です。テレビなし、トイレ、洗面は共
用になります。

食事料金（夕・朝食）
　大人　3,000円　子ども　1,300円
付帯設備利用料金（時間）
　�体育館　1,100円
　グラウンド　900円～1,500円
　テニスコート　800円
　研修室　700円～900円
入湯税（武石のみ）
　�中学生以上　1泊150円
※�高齢者・障害者・少年の各団体が利用する場合、個室利用料金・付帯設
備利用料金の割引があります。
※�区外の方が利用する場合、基本料金は大人3,000円、小・中学生1,500
円、個室利用料金・付帯設備利用料金は、それぞれ倍額になります。

利用の申し込み方法
・�利用日の3か月前の月の1日午前8時30分からご利用の7
日前までスマートフォン・パソコン・各ベルデにて予約を受
け付けます。� �
ベルデ宿泊予約（https://verde.city.nerima.tokyo.
jp/shizen/）
・�ご利用日当日にベルデのフロントで利用手続きを行ってく
ださい。

※��春休み・ゴールデンウィーク・夏休み・冬休みの特別期
間は抽選となります。詳しくは「ねりま区報」、区ホーム
ページでお知らせします。
※��少年自然の家係や練馬区役所本庁舎1階アトリウム、
区民事務所（早宮・光が丘・石神井・大泉・関）、各図書
館などでパンフレットを配布しています。
問 �各ベルデ（⇨145p参照）� �
（午前8時30分～午後5時）

秩父青少年キャンプ場
（〒369-1873�埼玉県秩父市浦山304）

国民健康保険・後期高齢者医療制度の保養施設
【利用できる方】区の国民健康保険および後期高齢者医療制
度に加入している方
保養施設
　一般より安い料金で利用できるよう、関東近郊のホテル、
旅館と協定を結んでいます。
　利用方法や料金、保養施設の一覧など詳しくは、区ホーム
ページまたはパンフレット「保養施設のご案内」でご確認くだ
さい。
　パンフレットは、国保年金課保健事業担当係（区役所本庁
舎3階）、こくほ石神井係（石神井庁舎2階）、各区民事務所（練
馬・石神井を除く）（⇨25p参照）で配布しています。
問 国保年金課保健事業担当係� ☎5984-4551

施設案内
　バンガロー4棟（17人用1棟、7
人用3棟）、炊事場兼食堂2棟、避
難所兼集会室1棟、温水シャワー・
水洗トイレ1棟
※夏休み期間中はテント15張を設置

定員
　38人（テント使用時は110人）
利用できる方
　区内在住の青少年（6歳～18歳）が半数以上を占める3人
以上の団体・グループ。ただし、合計9人以下の場合は、青少
年が半数以下でも利用できます。
利用できる日
　5月1日～10月31日
利用金額
　無料（まき代は実費）
申し込み方法
・�10人以上の団体は、3月1日以降、利用日の7日前まで
に申し込んでください。
・�3～9人のグループは、3月1日以降、利用日の3か月前
から7日前までに申し込んでください。

問 青少年課青少年係� ☎5984-4691
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練馬区わたしの便利帳

テレホンガイド
区役所・石神井庁舎・区民センター

練馬区役所 豊玉北6-12-1 ☎3993-1111㈹
練馬区役所（休日・夜間） ☎3993-1101
石神井庁舎 石神井町3-30-26 直通電話（149p参照）
光が丘区民センター 光が丘2-9-6
※センター内各施設は直通電話です。

　光が丘区民事務所 ☎5997-7711
　光が丘保健相談所 ☎5997-7722
　はつらつセンター光が丘 ☎5997-7717
　光が丘デイサービスセンター ☎5997-7706
　光が丘なかよし児童館 ☎5997-7720
　光が丘区民ホール ☎5997-7712
　光が丘障害者地域生活支援センターすてっぷ ☎5997-7858
　心身障害者福祉集会所 ☎5997-9700
　地域子ども家庭支援センター光が丘 ☎5997-7759
　光が丘ぴよぴよ（一時預かり室） ☎5997-7763
　光が丘総合福祉事務所 ⇨149p参照
関区民センター 関町北1-7-2
※センター内の各施設は直通電話です。

　関区民事務所 ☎3928-3046
　はつらつセンター関 ☎3928-1987
　関区民ホール ☎3928-1987
中村橋区民センター 貫井1-9-1
※センター内の各施設は直通電話です。

　貫井地区区民館 ☎3926-7217
　中村橋福祉ケアセンター（心身障害者福祉センター） ☎3926-7211

区民事務所
練馬 区役所内 ☎3993-1111㈹
早宮 早宮1-44-19 ☎3994-6705
光が丘 光が丘区民センター2階 ☎5997-7711
石神井 石神井庁舎1階 ☎3995-1103

大泉 東大泉1-28-1
リズモ大泉学園4階 ☎3922-1171

関 関区民センター1階 ☎3928-3046

土木出張所
東部 豊玉中3-28-8 ☎3994-0083
西部 石神井町3-30-26 ☎3995-0083

保健所・保健衛生施設
練馬区保健所 区役所内 ☎3993-1111㈹

FAX5984-1211

生活衛生課石神井分室 石神井町7-3-28
（石神井保健相談所内） ☎3996-0633

豊玉保健相談所 豊玉北5-15-19�
豊玉すこやかセンター内

☎3992-1188
FAX3992-1187

北保健相談所 北町6-35-7 ☎3931-1347
FAX3931-0851

光が丘保健相談所 光が丘区民センター内 ☎5997-7722
FAX5997-7719

石神井保健相談所 石神井町7-3-28 ☎3996-0634
FAX3996-0590

大泉保健相談所 大泉学園町5-8-8 ☎3921-0217
FAX3921-0106

関保健相談所 関町東1-27-4 ☎3929-5381
FAX3929-0787

総合福祉事務所
練馬※ 区役所内
光が丘※ 光が丘区民センター内
石神井※ 石神井庁舎内
大泉※ 東大泉1-29-1�ゆめりあ1内
※各係への直通電話番号�⇨149p参照

地域包括支援センター（医療と介護の相談窓口）
第2育秀苑 羽沢2-8-16 ☎5912-0523
桜台

（街かどケアカフェさくら）桜台1-22-9 ☎5946-2311

豊玉 豊玉南3-9-13 ☎3993-1450
練馬 練馬2-24-3 ☎5984-1706
練馬区役所 区役所内東庁舎5階 ☎5946-2544
中村橋

（街かどケアカフェつつじ）中村橋区民センター内 ☎3577-8815

北町 北町2-26-1 ☎3937-5577
北町はるのひ

（街かどケアカフェはるのひ）北町6-35-7 ☎5399-5347

田柄 田柄4-12-10 ☎3825-2590
練馬高松園 高松2-9-3 ☎3926-7871
光が丘 光が丘区民センター内 ☎5968-4035
光が丘南 光が丘3-3-1-103 ☎6904-0312
第3育秀苑 土支田1-31-5 ☎6904-0192
練馬ゆめの木 大泉町2-17-1 ☎3923-0269
高野台

（街かどケアカフェこぶし）高野台1-7-29 ☎5372-6300

石神井 石神井庁舎内 ☎5923-1250
フローラ石神井公園 下石神井3-6-13 ☎3996-0330
第二光陽苑 関町北5-7-22 ☎5991-9919
関町 関町南4-9-28 ☎3928-5222
上石神井 上石神井1-6-16 ☎3928-8621
やすらぎミラージュ 大泉町4-24-7 ☎5905-1190
大泉北 大泉学園町4-21-1 ☎3924-2006
大泉学園 大泉学園町2-20-21 ☎5933-0156
南大泉

（街かどケアカフェけやき）南大泉5-26-19 ☎3923-5556

大泉 東大泉1-29-1
ゆめりあ1内 ☎5387-2751

原則として令和4年8月1日現在の情報を掲載して
います。
変更になる場合がありますのでご了承ください。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

高齢者施設・介護保険の施設
◆�はつらつセンター
光が丘 光が丘区民センター内 ☎5997-7717
関 関区民センター内 ☎3928-1987
豊玉 豊玉中3-3-12 ☎5912-6401
大泉 大泉学園町1-34-20 ☎3867-3180

◆�敬老館（室）
栄町 栄町40-7 ☎3994-3286
中村 中村2-25-3
（令和4年度は機能転換工事のため休館）

南田中 南田中5-15-25 ☎3995-5538
高野台 高野台2-25-1 ☎3996-5135
三原台 三原台2-11-29 ☎3924-8834
石神井 石神井町7-28-21 ☎3996-2900
石神井台 石神井台2-18-13 ☎3995-8270
上石神井 上石神井1-6-16 ☎3928-8623
東大泉 東大泉7-20-1 ☎3921-9129
西大泉 西大泉3-21-16 ☎3924-9545
大泉北 大泉学園町4-21-1 ☎3925-7105
厚生文化会館 練馬4-2-3 ☎3991-3080

◆�介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
練馬の丘キングス・ガーデン 練馬2-27-7 ☎6629-4599
育秀苑 桜台2-2-8 ☎3557-7637
第2育秀苑 羽沢2-8-16 ☎3991-0523
あおぞら縁小竹テラス 小竹町1-29-1 ☎6909-3932
豊玉南しあわせの里 豊玉南2-26-6 ☎5946-2323
富士見台 富士見台1-22-4 ☎5241-6010
フローラ石神井公園 下石神井3-6-13 ☎3996-6600
上石神井 上石神井2-17-23 ☎5903-3051
上石神井幸朋苑 上石神井3-2-18 ☎5991-1331
石神井台秋月 石神井台6-1-11 ☎5935-8928
第二光陽苑 関町北5-7-22 ☎5991-9917
関町 関町南4-9-28 ☎3928-8115
こぐれの里 大泉学園町2-26-28 ☎3925-0477
こぐれの杜 大泉学園町5-18-41 ☎5935-9158
さくらヶ丘 大泉学園町5-30-36 ☎3978-1094
やすらぎの里大泉 大泉学園町7-12-32 ☎5387-5577
やすらぎグランデ 大泉学園町8-9-30 ☎5947-5580
おおいずみの里 大泉町4-20-7 ☎6904-6602
やすらぎミラージュ 大泉町4-24-7 ☎5905-1191
大泉 東大泉2-11-21 ☎5387-2201
やすらぎシティ東大泉 東大泉7-27-49 ☎3978-5100
南大泉かがやきの里 南大泉3-19-31 ☎3867-2555
サンライズ大泉 西大泉4-20-17 ☎5935-7401
光陽苑 西大泉5-21-2 ☎3923-5264

田柄 田柄4-12-10 ☎3825-1551
練馬高松園 高松2-9-3 ☎3926-8341
第2練馬高松園 高松2-9-19 ☎5987-2333
第3練馬高松園 高松2-30-8 ☎5848-8000
第3育秀苑 土支田1-31-5 ☎6904-0105
ケアホーム練馬 土支田2-13-17 ☎6311-7000
タムスさくらの杜練馬 土支田2-16-27 ☎5935-6397
タムスさくらの杜練馬アネックス 土支田2-36-16 ☎5935-6705
土支田創生苑 土支田3-4-20 ☎3978-0801
みさよはうす土支田 土支田3-27-27 ☎5947-2555
練馬キングス・ガーデン 早宮2-10-22 ☎5399-2201
練馬いやし園 早宮3-13-35 ☎5912-0245

◆�介護老人保健施設
ミレニアム桜台 桜台2-1-13 ☎5946-5508
リハビリパーク練馬 豊玉北1-20-20 ☎6914-8760
カタクリの花 高野台5-32-12 ☎5393-6201
神石 上石神井3-33-6 ☎3594-0088
エスポワール練馬 関町東1-1-9 ☎5903-5267
ライフサポートねりま 大泉学園町7-3-28 ☎5935-6713
大泉学園ふきのとう 大泉学園町8-24-25 ☎3924-2215
練馬ゆめの木 大泉町2-17-1 ☎3923-0222
みんなの笑顔 東大泉5-29-13 ☎3921-2525
葵の園・練馬 春日町4-37-30 ☎5971-1166
第二橘苑 北町2-32-14 ☎5921-3722
橘苑 北町3-7-22 ☎5921-3722
平和台アバンセ 平和台1-16-12 ☎5922-2300
ライフサポートひなた 氷川台2-14-3 ☎5922-6788

◆�介護療養型医療施設
練馬さくら病院 北町3-7-19 ☎3931-1101

◆�区立デイサービスセンター
豊玉 豊玉南3-9-13 ☎3993-1341
練馬 練馬2-24-3 ☎5984-1701
錦 錦2-6-14 ☎3937-5031
練馬中学校 高松1-24-1 ☎5241-5451
高松 高松6-3-24 ☎3995-5107
光が丘 光が丘区民センター内 ☎5997-7706
土支田 土支田2-40-18 ☎5387-6760
高野台 高野台5-24-1 ☎5923-0831
東大泉 東大泉5-15-2 ☎5387-1021

障害者関係
中村橋福祉ケアセンター
（心身障害者福祉センター）中村橋区民センター内 ☎3926-7211

こども発達支援センター 光が丘3-1-1 ☎3975-6251
谷原フレンド 谷原5-6-5 ☎5910-8488
心身障害者福祉集会所 光が丘区民センター内 ☎5997-9700
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練馬区わたしの便利帳

◆ 身体障害者相談員
［練馬地区］
馬場　規子 桜台4丁目 肢体 ☎3948-0855
関　　裕子 羽沢2丁目 肢体 ☎3994-9063
三好　俊行 豊玉上2丁目 視覚 ☎090-5789-1082
市川　明臣 上石神井3丁目 聴覚 FAX3928-7033

［光が丘地区］
山岸由香里 旭町2丁目 肢体 ☎5934-2876
河辺　豊子 土支田2丁目 視覚 ☎090-8744-5525
目黒　和子 大泉学園町2丁目 聴覚 FAX6904-5928

［石神井地区］
佐野　朋子 石神井台5丁目 肢体 ☎5934-5256
河相富貴子 下石神井4丁目 視覚 ☎3928-9938
関口　方子 石神井町1丁目 聴覚 FAX3997-1058

［大泉地区］
岩井　聡子 東大泉6丁目 肢体 ☎3921-5556
並木　真純 大泉学園町8丁目 肢体 ☎5387-9884
的野　碩郎 東大泉5丁目 視覚 ☎090-4957-0713
秋本　浩一 豊玉北6丁目 聴覚  ☎/FAX3994-1699

肢体 肢体不自由　　 視覚 視覚障害　　 聴覚 聴覚障害

◆ 精神障害者相談員
［全地区］
松澤　　勝 ☎070-4097-2801
轡田　英夫 ☎070-3975-9372
工藤　邦子 ☎070-3991-4924
渡邉ミツ子 ☎070-3965-8791
吉井　美惠 ☎070-4076-9647
※精神障害者相談員の相談時間は、月曜〜金曜の午前10時〜午後5時

◆ 福祉作業所・福祉工房
大泉（民営化施設） 東大泉2-11-22 ☎3922-6193
北町 北町8-2-12 ☎3559-0361

（令和5年1月から令和5年12月まで光が丘第七小学校跡施設（光
が丘2-6-1）に移転）

白百合 石神井町5-13-10 ☎3995-7796
かたくり 大泉町3-27-10 ☎5387-4610
貫井福祉工房 貫井2-16-12 ☎5987-0401

◆ 福祉園
氷川台 氷川台2-16-2 ☎3931-0167
光が丘 光が丘2-4-10 ☎3976-5100
石神井町 石神井町2-12-5 ☎5393-7438
関町 関町南3-15-35 ☎3594-0217
大泉町 大泉町3-29-20 ☎5387-4681
大泉学園町 大泉学園町3-9-20 ☎3923-8540
貫井 貫井2-16-12 ☎5987-0400
田柄（民設） 田柄3-14-9 ☎3577-2201

◆ 障害者地域生活支援センター
生活支援センター
きらら

豊玉北5-15-19
豊玉すこやかセンター6階

☎3557-9222
FAX3557-2090

生活支援センター
すてっぷ 光が丘区民センター6階 ☎5997-7858

FAX5997-7857
生活支援センター
ういんぐ 石神井保健相談所内 ☎3997-2181

FAX3997-2182

生活支援センター
さくら

東大泉5-35-2
地域子ども家庭支援
センター大泉内

☎3925-7371
FAX3925-7386

◆ 短期入所・日中一時支援
しらゆり荘 練馬3-20-7 ☎3948-0090
大泉つつじ荘
（民営化施設） 東大泉2-11-22 ☎3922-7658

◆ 特定相談支援・障害児相談支援
大泉つつじ荘
（民営化施設） 東大泉2-11-22 ☎3922-7666

◆ 多機能拠点整備型地域生活支援拠点
ゆめの園上宿ホーム
（民設） 北町2-30-5 ☎6912-3218

◆ 知的障害者相談員
［練馬地区］
無津呂　緑 石神井町3丁目 ☎3996-8442
田村　恭子 向山4丁目 ☎3998-0466
萩原　信子 北町8丁目 ☎3559-9901
山森　裕子 南大泉5丁目 ☎5933-1883

［光が丘地区］
青田なつ子 大泉町2丁目 ☎3867-7857
内田美紗子 土支田4丁目 ☎5935-6851
倉園久美子 光が丘3丁目 ☎3976-6994

［石神井地区］
加藤　博子 下石神井1丁目 ☎5393-6936
本橋　広美 谷原5丁目 ☎4361-2828
横井　紀子 石神井町1丁目 ☎3996-5156

［大泉地区］
香川　文衣 大泉町4丁目 ☎6338-7849
河野美津江 西大泉4丁目 ☎3921-3889
三上　久美 南大泉1丁目 ☎6904-6960
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

光が丘プレパひろば 旭町1-16-1 ☎3976-3113
かるがも親子の家 北町2-21-5 ☎090-5777-0104

かるがも親子・氷川台 氷川台3-24-17�
石野ビル1階 ☎3934-5314

ほっぷ・すてっぷ 南田中1-6-14
ヒカリハイム102 ☎3995-1720

千川バンビ 下石神井1-1-3 ☎6807-0977
未来こどもランド
すまいる石神井 石神井町3-27-14 ☎3995-5575

未来こどもランド
すまいる高野台

高野台3-12-9
メゾン・ド・サントロペ1階 ☎5923-7555

あいあいあい石神井台 石神井台5-9-6 ☎6767-2588
あいあいあい南大泉 南大泉1-44-16 ☎6750-7081

あいあいあい東大泉 東大泉3-41-7�
和田ビル201 ☎3924-3508

3丁目いすきあ 東大泉3-11-7 ☎6755-6029
大泉子育てのひろば
わとと 大泉学園町7-13-17 ☎5935-7453

◆�区立保育園��※は一時預かり実施保育園
豊玉 豊玉中4-13-6 ☎3991-4484

豊玉第二※ 豊玉北6-17-9
一時預かり専用電話

☎3992-3322
☎3992-3337

豊玉第三 豊玉南3-32-37 ☎3991-6762
豊玉第四 豊玉中1-9-11 ☎3948-2391
練馬 練馬2-13-3 ☎3991-5133
桜台 桜台5-41-12 ☎3993-6735
桜台第二 桜台3-39-17 ☎3993-5126
栄町 栄町40-7 ☎3994-3285
平和台 平和台2-18-14 ☎3932-1484
氷川台 氷川台4-47-12 ☎3931-2603
氷川台第二 氷川台2-16-14 ☎3932-6227
北町 北町3-3-14 ☎3933-6497
北町第二 北町1-19-17 ☎3931-3318
向山 向山1-5-7 ☎3970-6088
春日町 春日町5-17-10 ☎3990-1843
春日町第二 春日町1-29-8 ☎3990-3325
春日町第三 春日町5-30-5 ☎3926-5461
早宮 早宮3-13-31 ☎3993-3151
貫井 貫井4-24-9 ☎3990-3320
貫井第二 貫井4-13-4 ☎3990-8291
田柄 田柄4-36-4 ☎3939-4519
田柄第二 田柄2-6-22 ☎3938-8100
光が丘 光が丘1-3-104 ☎3975-7139
光が丘第二 光が丘1-6-3-101 ☎3977-1311
光が丘第三 光が丘3-3-2-101 ☎3976-4551
光が丘第四 光が丘7-3-1-102 ☎3976-1562
光が丘第五 光が丘7-3-3-101 ☎3976-6316
光が丘第六 光が丘7-7-2-101 ☎3976-6321
光が丘第七 光が丘2-7-4-105 ☎3976-7291

福祉関係団体・その他の施設
練馬区
シルバー人材センター

豊玉北5-29-8
練馬センタービル5階 ☎3993-7168

練馬区社会福祉協議会 

豊玉北5-14-6
新練馬ビル5階

☎3992-5600
権利擁護センター
ほっとサポートねりま ☎5912-4022

障害者就労支援センター
（レインボーワーク） ☎3948-6501

生活サポートセンター 区役所内西庁舎3階 ☎3993-9963
練馬区社会福祉事業団 光が丘6-4-1 ☎6758-0140
厚生文化会館 練馬4-2-3 ☎3991-3080
富士見台
聴こえとことばの教室 富士見台2-34-4 ☎3998-4321

子ども関係（保育・あそび・相談）
◆�子ども家庭支援センター
子ども
家庭支援センター

豊玉北5-28-3 ☎3993-8155
石神井庁舎内 ☎3995-1108

地域子ども
家庭支援センター 練馬

練馬1-17-1
ココネリ4階 ☎6758-0141

練馬区ファミリー
サポートセンター 豊玉北5-18-12 ☎3993-4100

地域子ども
家庭支援センター光が丘 光が丘区民センター6階 ☎5997-7759

地域子ども
家庭支援センター貫井

貫井3-25-15
ふじみランドマンション1階 ☎3577-9820

地域子ども
家庭支援センター大泉 東大泉5-35-1 ☎3925-6713

地域子ども
家庭支援センター関 関町北1-21-15 ☎5927-5911

◆�子育てのひろば「ぴよぴよ」
練馬ぴよぴよ（一時預かり室）練馬1-17-1ココネリ4階 ☎6758-0142

練馬ぴよぴよ（ひろば室）豊玉北5-18-12 ☎3993-8200
光が丘ぴよぴよ（一時預かり室）光が丘区民センター6階 ☎5997-7763
光が丘ぴよぴよ（ひろば室）光が丘5-2-5-105 ☎3979-8101

貫井ぴよぴよ 貫井3-25-15
ふじみランドマンション1階 ☎3577-9823

大泉ぴよぴよ 東大泉5-35-1 ☎3925-6716
関ぴよぴよ 関町北1-21-15 ☎5991-4711
西大泉ぴよぴよ 西大泉1-27-10 ☎3978-8881
光が丘児童館ぴよぴよ 光が丘1-3-1 ☎3975-7137
北大泉児童館ぴよぴよ 大泉町4-15-15 ☎3921-4856
田柄地区区民館ぴよぴよ 田柄3-28-13 ☎3926-4934
春日町南地区区民館
ぴよぴよ 春日町5-20-25 ☎3926-4974

立野地区区民館ぴよぴよ 立野町15-42 ☎3928-6217

◆�民設子育てのひろば
さくらひろば 豊玉北1-12-3 ☎5999-0209
小竹プレパひろば 小竹町2-25-3 ☎070-1392-7517
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練馬区わたしの便利帳

光が丘第八 光が丘5-2-3 ☎3979-9215
光が丘第九 光が丘2-4-9 ☎3976-9011
光が丘第十 光が丘3-7-3-101 ☎5997-6011
光が丘第十一 光が丘2-4-11-101 ☎5997-6021
旭町 旭町3-11-6 ☎3938-3680
旭町第二 旭町1-33-22-107 ☎3977-1611
高松 高松3-24-27 ☎3999-7910
土支田 土支田2-32-8 ☎3925-4787
谷原 谷原5-16-41 ☎3996-0020
富士見台こぶし 富士見台3-10-1 ☎3926-1071
南田中 南田中5-25-16 ☎3996-7800
南田中第二 南田中3-31-4 ☎3997-3568
高野台 高野台3-25-17 ☎3996-4615
上石神井 上石神井4-21-3 ☎3920-3567
上石神井第二 上石神井1-5-3 ☎3929-3247
上石神井第三 石神井台4-5-20 ☎3928-1451
石神井台 石神井台2-18-13 ☎3995-8271
石神井台第二 石神井台6-2-10 ☎3925-8301
石神井町つつじ 石神井町8-1-10 ☎3997-8646
石神井町さくら 石神井町7-25-45 ☎3997-0070
下石神井第三 下石神井6-8-15 ☎3904-3061
関町 関町南3-9-29 ☎3929-2600
関町第二 関町北3-20-30 ☎3928-1487
関町第三 関町北5-4-12 ☎3929-3285
東大泉 東大泉3-59-2 ☎3924-0966
東大泉第二 東大泉7-20-1 ☎3921-9126

東大泉第三※ 東大泉2-42-5
☎3922-0550
☎3922-0577
（一時預かり専用電話）

西大泉 西大泉3-21-16 ☎3924-9500
南大泉 南大泉5-26-7 ☎3921-4851
北大泉 大泉町4-15-15 ☎3921-4852
大泉学園 大泉学園町8-9-5 ☎3922-3811

◆�私立保育園��※は一時預かり実施保育園
Nicot練馬 練馬1-11-1 ☎5946-9909
ナーサリールーム
ベリーベアー練馬 練馬1-17-1��4階 ☎5946-6712

練馬和光 練馬1-18-21 ☎3992-8279
アスクねりま三丁目 練馬3-4-5 ☎5912-5011
練馬駅前おひさま 練馬3-18-5 ☎5999-0135
アンミッコ 練馬4-25-14 ☎5946-9335
グローバルキッズ桜台 桜台1-46-4 ☎6915-8827
にじいろ保育園
新桜台※ 桜台2-3-8 ☎6915-8290

アンジェリカ桜台 桜台2-34-9 ☎6914-5368
ぶどうの木保育園分園
新桜台 羽沢1-19-11 ☎6914-5281

ぶどうの木 羽沢2-12-9 ☎3991-3745
太陽の子羽沢 羽沢2-20-20 ☎5946-9121
ぶどうの木保育園分園
羽沢 羽沢2-26-15 ☎5912-0012

にじのいるか保育園
氷川台※ 羽沢3-26-3 ☎6914-5801

まちの保育園
小竹向原 小竹町2-40-5 ☎6909-3201

ベネッセ練馬えこだ 旭丘1-40-9 ☎5983-7855
太陽の子江古田 栄町31-10 ☎5946-9233
マグハウス江古田

（分園） 豊玉上1-8-18 ☎6914-7370

マグハウス江古田 豊玉北1-6-2 ☎6914-6160
ソラスト新江古田 豊玉北2-17-11��1・2階 ☎5912-0880
さくらさくみらい 豊玉北 豊玉北3-3-11 ☎5946-9839
豊玉北えほん 豊玉北4-4-2 ☎6914-8196

チェリーチャイルド 豊玉北4-12-11
桜台1-5-11 ☎3948-4653

ポピンズナーサリー
スクール桜台 豊玉北4-13-15 ☎5912-2101

さくらさくみらい
練馬

豊玉北4-33-17��1階
豊玉中2-11-13 ☎3948-2239

太陽の子豊玉北 豊玉北5-6-14��1・2階 ☎5912-0057
アスク豊玉中※ 豊玉中1-2-7 ☎3557-5755
アスクとよたま一丁目 豊玉中1-5-10 ☎5912-2550
練馬二葉 豊玉南3-31-15 ☎3993-5540
風の子 貫井1-5-7 ☎3990-3920
保育所まぁむ
中村橋駅前園 貫井1-17-4 ☎5933-9243

Nicot富士見台 貫井1-30-5 ☎5987-2185
ソラスト中村橋 向山1-13-2 ☎3577-8571
ナーサリールーム
ベリーベアー練馬（分園）向山3-1-31 ☎5848-3220

さくらさくみらい
中村北 中村北1-11-20 ☎5848-5939

みらいく中村橋園 中村北3-17-10 ☎5848-7107
アートチャイルドケア
中村橋 中村北4-4-13��2階 ☎3825-6667

にじいろ保育園
中村一丁目 中村1-15-29 ☎5848-5681

にじいろ保育園
練馬中村 中村1-19-9 ☎5848-7281

みらいく中村2丁目園 中村2-23-10 ☎5848-5310

ベネッセ中村橋※ 中村3-3-9
一時預かり専用電話

☎3577-9235
☎3577-9234

平和 中村南2-24-3 ☎3990-6358
ピジョンランド
練馬高野台 高野台1-3-7��2階 ☎3996-5231

ベネッセ練馬高野台 高野台1-3-8 ☎5923-6115
ピノキオ幼児舎
練馬高野台 高野台1-8-9��1階 ☎5923‐7022

あい保育園高野台 高野台2-9-9 ☎5923-9874
青い鳥 富士見台2-34-3 ☎3998-1461
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

アスク大泉学園 大泉学園町2-30-44 ☎5935-1555
マーガレット 大泉学園町6-15-34 ☎3924-2003
グローバルキッズ
大泉園※ 大泉学園町7-6-27 ☎3978-6133

マーガレット（分園） 大泉町3-16-23
（大泉第一小学校内） ☎5387-3114

大泉にじのいろ※ 大泉町6-30-3 ☎5933-2788
にじいろ保育園東大泉 東大泉1-12-10 ☎5935-8675
ベネッセ大泉学園 東大泉1-17-3 ☎5947-6066
ゆらりん大泉学園 東大泉1-27-9��1・2階 ☎6904-6441
太陽の子東大泉 東大泉2-9-16 ☎5947-5880
にじいろ保育園
大泉学園 東大泉2-15-15 ☎5935-8576

大泉 東大泉5-38-24 ☎3922-0875
にじいろ保育園
大泉学園南※ 東大泉6-34-18 ☎6904-4530

ラフ・クルー大泉 東大泉6-34-43 ☎6904-6457
わらべうた大泉学園 東大泉6-47-13 ☎6904-4967
さんさん森の保育園
東大泉 東大泉6-51-3 ☎3867-7800

共同保育所ごたごた荘 東大泉7-2-3 ☎3867-2021
くりのみ 東大泉7-14-13 ☎3925‐5435
コビープリスクール
みなみおおいずみ※ 南大泉2-3-42 ☎6904-5744

南大泉にじのいろ※ 南大泉3-17-21 ☎3925-8851
ミルキーホーム
南大泉園 南大泉4-30-12 ☎6904-6691

妙福寺※ 南大泉5-6-47 ☎3922-3368
みらいく第二南大泉園 南大泉5-36-10 ☎6904-5061
みらいく南大泉園 南大泉5-36-12 ☎6904-6735
Cha Cha Children
Oizumi※ 西大泉5-30-13 ☎5947-6640

さくらさくみらい　旭町 旭町2-46-2 ☎6904-3639
あかねの森※ 光が丘6-1-1-101 ☎6904-2171
光が丘わかば※ 光が丘7-6-19-101 ☎3976-6556

アンジェリカ田柄※ 田柄1-6-3
一時預かり専用電話

☎6909-2641
☎6909-2649

エンゼル 田柄2-37-10 ☎3938-6401
さくらさくみらい
田柄 田柄2-50-2 ☎6904-2239

さくらさくみらい　光が丘 田柄5-6-20 ☎5848-2639
木下の保育園春日町 春日町1-13-3 ☎5848-6102
春アンミッコ 春日町3-31-42 ☎5848-3905

どんぐり山※ 春日町4-1-13
一時預かり専用電話

☎3825-3550
☎3825-3561

グローバルキッズ
練馬春日町園 春日町5-31-23��2階 ☎3577-0404

グローバルキッズ
光が丘園※ 春日町6-16-8 ☎3990-8686

にじいろ保育園
練馬高松※ 高松1-4-14 ☎5848-7973

さくらさくみらい
高野台 富士見台3-56-16 ☎6913-1539

わらべうた練馬高野台 富士見台3-59-14 ☎5923-7725
なんこう※ 富士見台4-5-14 ☎3990-1755
にじいろ保育園南田中 南田中1-9-3 ☎6913-1681
石神井 南田中5-20-2 ☎3996-0040
Nicot石神井公園 石神井町1-20-15 ☎5923-1631
さんさん森の保育園
石神井町 石神井町2-13-15��1階 ☎3904-0133

さんさん森の保育園
石神井公園

石神井町2-15-4��1階
石神井町2-17-4��1階 ☎3997-0107

きららっこ石神井公園 石神井町4-4-3��2階
石神井町2-15-12��1階 ☎3995-8585

ベネッセ石神井公園※ 石神井町5-2-23
一時預かり専用電話

☎5923-6077
☎5923-6215

さくらさくみらい
石神井公園 石神井町7-9-5 ☎6913-2639

にじいろ保育園
石神井町 石神井町8-22-14 ☎6913-3417

アスク石神井まち 石神井町8-53-32 ☎5923-0530
こまどりここわ 下石神井5-9-10 ☎6913-1564
にじいろ保育園
上石神井※ 上石神井1-37-18 ☎6904-7873

ピジョンランド
上石神井※ 上石神井2-11-9 ☎3928-1120

ベネッセ上石神井 上石神井3-1-9 ☎5927-5250
エンゼルベア
石神井※

上石神井3-6-35
一時預かり専用電話

☎5393-5395
☎6915-9779

はなさき保育園 
石神井台 石神井台1-15-1 ☎6913-1220

心羽えみの保育園
石神井台 石神井台3-36-10 ☎5923-1155

アスク上石神井 石神井台4-11-3 ☎5991-7797
アスク石神井台 石神井台6-7-17 ☎3924-5810
太陽の子石神井台 石神井台6-8-1 ☎5935-8608
コビープリスクール
しゃくじいだい 石神井台7-18-12 ☎5903-8145

ピノキオ幼児舎関町 関町北1-14-2 ☎5903-5586
にじいろ保育園関町北 関町北2-23-14 ☎6904-8256
愛里武蔵関 関町北4-21-7 ☎3594-0777
アスク関町北※ 関町北4-35-14 ☎5927-4681
にじいろ保育園関町北五丁目 関町北5-12-9 ☎6904-9550
いずみ 関町東1-21-4 ☎3928-6066
Ｃｈａ Cha Children
Musashiseki※ 関町東2-9-11 ☎5903-4870

ソラスト関町 関町東2-14-2 ☎5991-7001
コビープリスクール
せきまち※ 関町南3-15-38 ☎6904-8112

おはよう保育園関町南 関町南4-19-6��1階 ☎5903-9791
ＡＩＡＩ ＮＵＲＳＥＲＹ 大泉学園 大泉学園町1-1-7 ☎6904-5418

そあ季の花※ 大泉学園町2-22-14
一時預かり専用電話

☎3978-8008
☎5935-9558
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練馬区わたしの便利帳

道灌山 高松6-16-30 ☎5910-4671
みらいく高松園 高松6-28-29 ☎5923-9611
みらいく東武練馬園 北町2-22-3 ☎6906-8072
みらいく北町園 北町5-17-7 ☎6906-8215
最勝寺みのり 北町6-16-14 ☎3931-9444
アンジェリカ北町※ 北町8-3-18 ☎6906-4862
にじいろ保育園平和台 平和台1-31-9 ☎6281-0522
みらいく平和台園 平和台2-48-3 ☎6281-0171
まなびの森保育園
平和台 平和台4-11-3 ☎6915-7473

太陽の子平和台 平和台4-22-16 ☎6906-6645
にじいろ保育園
氷川台※ 氷川台4-49-24 ☎6281-0486

にじいろ保育園
氷川台駅前 氷川台4-53-17 ☎6914-8162

ベネッセ氷川台 早宮1-6-13 ☎5912-0415
練馬仲町 早宮2-3-22 ☎3933-0861
さくらさくみらい 早宮 早宮2-10-28 ☎3931-3839
にじいろ保育園早宮※ 早宮2-25-18 ☎6906-9631

◆�認証保育所
太陽保育園 栄町32-10 ☎3557-8077
城西桜台保育園 桜台2-46-11 ☎6915-8980
ピノキオ幼児舎
氷川台園

桜台3-12-2
リベール氷川台2階 ☎5946-3551

さつき保育園
練馬ルーム

桜台4-1-8
第5桜台ファミリー
マンション1階

☎3993-3500

保育ルームフェリーチェ
練馬中村橋園

貫井2-1-19
川島ビル2階 ☎3577-6540

エデュケアセンター・
光が丘 光が丘2-10-2 ☎3938-6961

ベビーステーション北町
（令和4年度末で閉園予定）

北町1-30-1
アーバンハイツノア
弐番館2階

☎5920-8025

ハイブリッドマム
平和台

北町6-27-11
パーチェフォレスタ1階 ☎6906-5343

キッズパオ
石神井あおぞら園

石神井町1-22-4
アリエル石神井公園1・2階 ☎6913-3050

石神井プチ・クレイシュ石神井町3-16-19パークサイドハイム1階 ☎3904-8255

さつき保育園
石神井公園ルーム

石神井町6-2-12
松本ビル2階 ☎5923-9850

ビーフェアこども
愛々保育園武蔵関

関町北2-27-11
トウセン関町ビル2階 ☎5927-5035

ソラスト武蔵関
関町北4-2-13
西武武蔵関
ステーションビル2階

☎5927-0667

太陽キッズ大泉学園 東大泉5-41-26
S&Y大泉学園ビル1階 ☎3923-8155

さんさん森の保育園
大泉学園

東大泉6-34-30�
SKビル2階 ☎5387-3780

ひまわりキッズルーム
大泉

東大泉6-52-1
WICSビル2階 ☎5933-0016

ビーフェアこども
愛々保育園南大泉

南大泉4-54-5
南大泉シティタワー2階 ☎3922-8322

◆�小規模保育事業（A型）
ロビン保育園江古田 旭丘1-58-13��2階 ☎3565-6061
練馬小竹
すずらん保育園 小竹町2-71-3 ☎5926-9762

たんぽぽ保育園 栄町46-1 ☎6914-9198
ロビン保育園桜台 豊玉上2-6-7 ☎3948-6162
ロビンフレンズ豊玉上 豊玉上2-17-1-101 ☎6914-5765
ウィズブック保育園
新江古田 豊玉北1-8-10-101 ☎4531-1080

むさし保育園 豊玉北4-27-16 ☎3992-0498
にじいろ保育ルーム練馬 豊玉北6-13-17-101 ☎5946-6505
にじいろ保育ルーム桜台 桜台3-42-6-107 ☎6914-7252
保育ルームさくらんぼ 桜台4-10-9 ☎3993-4655
ねりま王子保育園 練馬1-10-9 ☎3948-2341
ルーエ保育園 練馬4-19-7 ☎3948-7750
保育所まぁむ
中村橋向山園 向山1-14-5 ☎5848-9300

さつき保育園中村橋 貫井2-1-26 ☎5848-3678
ウィズブック保育園
富士見台Ⅰ 貫井3-3-8��1階 ☎6328-1923

ウィズブック保育園
富士見台Ⅱ 貫井3-3-8��2階 ☎6328-1930

おひさま保育園 貫井3-23-1 ☎3577-5385
錦いちご保育園 錦2-10-16-104 ☎6767-1500
フレンドキッズランド
練馬たがら園 田柄2-32-27 ☎6904-2650

フレンドキッズランド
田柄第二園 田柄2-53-7 ☎5967-1120

アイル平和台
小規模保育園 春日町2-14-45 ☎5848-5318

はなさき保育園
練馬春日町第一 春日町5-33-41 ☎5848-8486

はなさき保育園
練馬春日町第二 春日町5-33-41 ☎5848-8486

フレンドキッズランド
練馬高松園 高松3-3-2 ☎5848-8713

はなさき保育園光が丘 高松4-19-23 ☎5848-4051
ピーターパン
練馬北町園 北町2-13-11 ☎6906-6054

フレンドキッズランド
東武練馬園 北町2-33-1 ☎6912-3420

練馬北町
すずらん保育園 北町5-10-17 ☎6906-4640

ふるーる保育園赤塚駅前 北町8-37-15 ☎5921-5800
ミアヘルサ保育園
ひびき富士見台 富士見台2-2-25 ☎5848-3796

石神井公園こぐま保育園 石神井町3-30-18 ☎3904-4100
小規模保育園
手をつなご石神井台 石神井台3-31-4 ☎6767-1204

ふるーる保育園石神井台 石神井台5-22-41 ☎5927-5533
すまいる・ベリー保育園 上石神井1-11-13-102 ☎5903-4311
正光寺保育園上石神井園 上石神井3-34-12 ☎6904-8031
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

久保田浩美 谷原4丁目 ☎3995-4790
泉澤ひかる 三原台3丁目 ☎6670-7056
永嶋　恭子 石神井町2丁目 ☎6319-3214
山下　和美 石神井町8丁目 ☎3904-5612
細谷恵美子 石神井町8丁目 ☎3904-8323
木村　徳子 石神井台4丁目 ☎3929-8690
廣原　淳子※ 石神井台5丁目 ☎3920-6105
荻野　麻早 石神井台5丁目 ☎5903-9820
春日　郁代 石神井台6丁目 ☎5936-6240
中村　瑞穂 上石神井2丁目 ☎6753-6408
本橋　文子※ 下石神井6丁目 ☎3996-0432
伊藤　幸代 関町南1丁目 ☎6760-0822
髙木みゆき 東大泉1丁目 ☎5935-7067
安東久美子 東大泉2丁目 ☎3924-6360
張籠　由利 東大泉3丁目 ☎6754-5760
山田奈保美 東大泉3丁目 ☎3925-4560
加藤　悦子 東大泉6丁目 ☎3922-0898
池野　庸子 西大泉4丁目 ☎5905-7285
清水　理子 西大泉6丁目 ☎3921-5483
菊地友里恵 南大泉1丁目 ☎3922-5547
栁橋　明美 南大泉3丁目 ☎3925-9781
加賀美美帆 大泉町1丁目 ☎070-3234-9503
永嶋佐知子 大泉町2丁目 ☎5387-5430
加藤　典子 大泉町3丁目 ☎5387-9246
安木多希子※ 大泉町5丁目 ☎3978-2833
河村　孝子 大泉学園町1丁目 ☎3978-0927
吉川　朋子 大泉学園町2丁目 ☎5905-2610
齋藤　知香 大泉学園町4丁目 ☎5935-8449
木野内華恵 大泉学園町6丁目 ☎6753-9644
藤田　美紗 大泉学園町8丁目 ☎6794-2989

◆�児童館（室）
栄町 栄町40-7 ☎3994-3287
中村 中村2-25-3 ☎3998-4890
平和台 平和台2-18-14 ☎3933-0297
北町 北町1-19-17 ☎3931-5481
北町はるのひ 北町6-35-7 ☎3933-5100
光が丘 光が丘1-3-1 ☎3975-7137
光が丘なかよし 光が丘区民センター内 ☎5997-7720
土支田 土支田2-32-8 ☎3925-4784
南田中 南田中5-15-25 ☎3995-5534
三原台 三原台2-11-29 ☎3924-8796
石神井 石神井町7-28-21 ☎3996-3800
石神井台 石神井台2-18-13 ☎3995-8267
関町 関町南4-15-7-102 ☎3920-1601
上石神井 上石神井1-5-2 ☎3929-0999
東大泉 東大泉7-20-1 ☎3921-9128
西大泉 西大泉3-21-16 ☎3924-9537
北大泉 大泉町4-15-15 ☎3921-4856
厚生文化会館 練馬4-2-3 ☎3991-3080

アイル下石神井
小規模保育園 下石神井4-27-18 ☎6913-3161

コビープリスクール
せきまちアネックス 関町南3-11-16-501 ☎6904-8751

キッズフィールド
練馬関町北園 関町北1-3-11 ☎6904-8798

立野かがやき保育園 立野町10-38 ☎6279-7378
さつき保育園大泉学園 東大泉1-35-14��3階 ☎5935-6722

◆�小規模保育事業（B型）
いなほ保育園 桜台2-36-9 ☎5946-9462
練馬さくらんぼの森保育園 練馬3-22-3 ☎3994-3611
第一豊島園らる
小規模保育園 練馬4-21-20��1階 ☎6914-9201

第二豊島園らる
小規模保育園 練馬4-21-20��1階 ☎6914-9202

南大泉らる
小規模保育園 南大泉3-27-18-104 ☎5935-6410

◆�小規模保育事業（C型）
保育ルームぷてぃぱ 豊玉南3-31-15��1階 ☎3993-5540

◆�事業所内保育事業
順天堂大学練馬病院
保育所ぴのぴの 高野台1-8-15 ☎5923-3111㈹

ヤクルト南田中保育園 南田中2-23-12��2階 ☎3997-8034

◆�居宅訪問型保育事業
障害児訪問保育
アニー ☎6811-0907

ポピンズナニーサービス ☎3447-2292
ル・アンジェ
訪問保育サービス ☎3477-1287

つなぐん ☎5994-3113
eキッズ居宅訪問保育 ☎6384-2440

◆�家庭的保育者（保育ママ）��※は令和4年度末で廃業予定
藤井恵美子 栄町 ☎3993-3608
島田みつる 豊玉上2丁目 ☎3948-5733
阿見恵美子 中村2丁目 ☎6326-6594
福尾　尚子 中村3丁目 ☎3990-1560
杉浦　幸枝 桜台2丁目 ☎3557-5410
細山眞理子 桜台3丁目 ☎3557-5959
伊藤ちあき 練馬1丁目 ☎3992-6270
秋田　厚子 向山2丁目 ☎3970-6705
関口　順子 貫井2丁目 ☎6763-8020
櫻井　玲子 貫井3丁目 ☎6767-5433
吉田　綾子 貫井4丁目 ☎3990-4875
西田美佐子 平和台1丁目 ☎5399-4251
鈴木みどり 早宮1丁目 ☎3994-4652
根本　敏江※ 春日町4丁目 ☎6764-5606
三上　雅子 春日町6丁目 ☎6760-3000
市川　礼子 土支田2丁目 ☎6755-5383
髙島　紀子 土支田4丁目 ☎6319-6186
前川原早紀 富士見台1丁目 ☎6875-6465
遠藤　由恵 富士見台2丁目 ☎6331-4144
伊倉　恵美 高野台3丁目 ☎080-6555-0791
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練馬区わたしの便利帳

◆�学童クラブ��※は「にこにこ」も実施
栄町児童館※ 栄町40-7 ☎3994-3287
豊玉南小※ 豊玉南2-14-1 ☎3993-0044
豊玉※ 豊玉南3-32-11 ☎3991-2580
中村児童館※ 中村2-25-3 ☎3998-4890
中村児童館第二 中村2-25-3 ☎3998-4890
桜台地区区民館※ 桜台3-39-17 ☎3993-5462
厚生文化会館※ 練馬4-2-3 ☎3991-3080
貫井地区区民館※ 貫井1-9-1 ☎3926-7218
氷川台地区区民館※ 氷川台2-16-14 ☎3932-2065
平和台児童館※ 平和台2-18-14 ☎3550-8058
早宮さくら※ 早宮3-13-31 ☎3993-3153
早宮小※ 早宮4-10-17 ☎5999-9531
高松地区区民館※ 高松3-24-27 ☎3999-7911
北町児童館※ 北町1-19-17 ☎3931-5481
北町はるのひ児童館※ 北町6-35-7 ☎3933-5100
光が丘どんぐり※ 光が丘3-8-12 ☎3939-8568
光が丘すみれ※ 光が丘5-2-5-104 ☎3976-8231
光が丘あさがお※ 光が丘5-5-5 ☎3976-6345
土支田児童館※ 土支田2-32-8 ☎3925-4794
南が丘小※ 南田中2-13-1 ☎3995-7138
南田中児童館※ 南田中5-15-25 ☎3995-5534
谷原あおぞら※ 谷原5-6-5 ☎3996-9500
三原台児童館※ 三原台2-11-29 ☎3924-8796
泉新小※ 三原台3-18-30 ☎5387-0775
石神井児童館※ 石神井町7-28-21 ☎3996-3800
石神井町※ 石神井町8-1-10 ☎3995-8424
石神井小 石神井台1-1-25 ☎5393-1909
石神井小第二 石神井台1-1-25 ☎3995-1565
石神井台児童館※ 石神井台2-18-13 ☎3995-8267
石神井台けやき※ 石神井台6-2-10 ☎3924-1882
下石神井地区区民館※ 下石神井6-8-15 ☎3904-5062
関町北地区区民館※ 関町北4-12-21 ☎3594-2604
関町北※ 関町北5-4-12 ☎3929-3290
関町児童館※ 関町南4-15-7-102 ☎3920-1601
上石神井児童館※ 上石神井1-5-2 ☎3929-6943
東大泉児童館※ 東大泉7-20-1 ☎3921-8100
東大泉児童館第二 東大泉7-20-1 ☎3921-8100
大泉西小※ 西大泉4-25-2 ☎3925-8755
西大泉地区区民館※ 西大泉5-3-32 ☎3921-6494
大泉第二小※ 南大泉4-29-11 ☎3924-8771
大泉桜学園※ 大泉学園町9-2-12 ☎3924-8411

◆�ねりっこクラブ��※は「にこにこ」も実施
豊玉小※ 豊玉中4-2-20 ☎3993-6200
豊玉第二小※ 豊玉上2-16-1 ☎3994-6764
豊玉東小 豊玉北1-16-1 ☎6914-9188
中村小※ 中村2-8-1 ☎3577-0530
中村西小※ 中村北4-17-1 ☎3990-2977
開進第一小※ 早宮2-1-31 ☎3931-5482
開進第二小※ 桜台5-10-5 ☎3994-6814
開進第三小 桜台2-18-1 ☎3993-2653
開進第四小※ 羽沢2-33-1 ☎3994-3008
仲町小 氷川台2-18-24 ☎3550-9539
北町小 北町1-14-11 ☎3550-8057
北町西小※ 北町7-3-8 ☎3931-5148
練馬小※ 春日町6-11-36 ☎3970-8654
練馬第二小 貫井2-31-13 ☎3999-1190
練馬東小※ 春日町1-30-11 ☎3970-0820
田柄小※ 田柄2-19-34 ☎3975-5436
田柄第二小※ 田柄1-5-27 ☎5997-0023
向山小※ 向山2-14-11 ☎3926-0958
旭町小※ 旭町2-29-1 ☎3975-5438
高松小※ 高松3-16-1 ☎3998-1020
春日小※ 春日町5-12-1 ☎3926-7414
光が丘春の風小※ 光が丘7-3-3-102 ☎5997-7171
光が丘夏の雲小 光が丘3-6-1 ☎5998-1113
光が丘秋の陽小 光が丘2-1-1 ☎3976-6106
光が丘第八小※ 光が丘1-4-1 ☎3930-1223
石神井東小※ 南田中3-9-1 ☎3995-6561
石神井西小※ 関町北1-1-5 ☎3594-8020
石神井台小※ 石神井台8-6-33 ☎3929-4926
上石神井小※ 上石神井4-10-4 ☎3928-4640
下石神井小 下石神井2-20-18 ☎3997-5101
谷原小※ 谷原2-9-26 ☎3904-2605
北原小※ 谷原4-9-1 ☎3904-5739
立野小※ 立野町17-6 ☎3920-2154
関町小※ 関町北3-23-34 ☎3929-0311
大泉小※ 東大泉4-25-36 ☎3921-3639
大泉第一小 大泉町3-16-23 ☎3925-2366
大泉第三小※ 大泉学園町3-22-2 ☎3921-7937
大泉第六小※ 南大泉5-25-29 ☎3978-0326
大泉東小※ 東大泉1-22-1 ☎3923-9214
大泉南小 東大泉6-28-1 ☎3922-1161
大泉北小※ 大泉町4-28-22 ☎3925-2690
大泉学園小※ 大泉学園町4-7-8 ☎3867-3561
大泉学園緑小※ 大泉学園町5-11-37 ☎3922-8662
富士見台小※ 富士見台4-16-10 ☎3999-5355
八坂小※ 土支田4-47-15 ☎5387-0712
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

◆�放課後児童等の広場（民間学童保育）事業実施施設
りっこう学童クラブ 小竹町2-43-12 ☎5986-0261
学童保育あそびーむ 羽沢3-39-15 ☎070-5021-3297
キッズボイス中村橋
学童クラブ

中村北4-2-6
LIVE�CITY90��1階 ☎5848-6786

colors桜台二丁目
学童クラブ

桜台2-46-12
ビアメゾン三井パート22��1階 ☎6914-5691

石保学童クラブ 南田中5-20-2 ☎3996-0040
明光学童クラブ
石神井公園

石神井町3-17-16
ニューハイツ石神井公園1階 ☎3904-5255

こどもフローラ 下石神井2-35-16 ☎3996-6699
コビーアフター
スクールせきまち 関町南3-11-16-501 ☎6904-8752

関町南アフター
スクール

関町南4-19-6
ブリリアシティ三鷹1階 ☎6904-8090

明光学童クラブ
大泉学園

西大泉1-1-16
リバーサイド本橋2階 ☎3978-0550

こどもくらぶ
じゃんけんぽん 西大泉2-12-5 ☎3925-2150

明光学童クラブ南大泉 南大泉4-55-6
杉本ビル1階 ☎3921-0025

キッズクラブどろちゃん 大泉町4-29-13 ☎5935-8910

◆�児童養護施設
東京都石神井学園 石神井台3-35-23 ☎3996-4191
錦華学院 小竹町1-60-8 ☎3955-0988

幼稚園・学校（教育施設）
◆�区立幼稚園
北大泉 大泉町2-46-6 ☎3925-6092
光が丘むらさき 光が丘3-3-5-101 ☎3976-7221
光が丘さくら 光が丘2-4-8-101 ☎3976-2562

◆�私立幼稚園
☆は認定こども園�
★♥は練馬こども園（★は3～5歳児、♥は3歳未満を受入）
江古田★ 旭丘1-68-2 ☎3951-6312
りっこう☆★ 小竹町2-43-12 ☎3972-1152
浄風 豊玉南1-7-18 ☎3993-6010
ビクター★ 桜台5-11-5 ☎3991-8090
武蔵野音楽大学第一 桜台6-13-3 ☎3991-0741
みのり★♥ 羽沢1-8-10 ☎3991-1058
北町カトリック★ 北町3-16-1 ☎3931-1661
不二★ 北町7-2-8 ☎3931-9234
信愛学舎みどり 平和台1-23-2 ☎3933-2650
寿福寺 春日町3-14-24 ☎3999-8739
寿福寺第二 春日町4-33-2 ☎3990-1987
田柄★ 田柄2-17-27 ☎3930-4406
向南★♥ 向山2-22-30 ☎3999-1939
練馬★ 高松1-10-5 ☎3999-4010

さかえ★ 高松4-8-13 ☎3999-3009
高松★ 高松6-16-28 ☎3996-8101
練馬白菊★ 土支田3-12-23 ☎3922-1835
旭★ 旭町3-31-3 ☎3939-1696
南光☆★ 富士見台4-11-3 ☎3990-5171
愛和★ 南田中2-23-30 ☎3996-8259
練馬ひかり★ 三原台1-11-34 ☎3924-8383
清心 石神井町6-20-12 ☎3996-0374
石神井 石神井町8-45-7 ☎3997-2539
白ふじ★♥ 石神井台4-21-22 ☎3920-4335
上石神井 石神井台8-10-28 ☎3920-5121
石神井南☆★ 下石神井4-21-23 ☎3995-4373
関町カトレヤ★ 関町南4-1-27 ☎3920-0316
関町ちぐさ 関町北2-11-3 ☎3920-9110
関町白百合 関町北4-16-50 ☎3920-1883
大泉文華 大泉学園町2-6-19 ☎3922-1003
大泉小鳩★ 大泉学園町3-17-67 ☎3924-8280
大泉学園★ 大泉学園町4-5-10 ☎3923-0123
大泉 東大泉1-27-30 ☎3922-0072
みずほ 東大泉5-27-8 ☎3922-1208
進 西大泉1-23-1 ☎3924-4423
大泉富士★ 南大泉2-31-20 ☎3925-2525
ほうや 南大泉4-45-5 ☎3922-3323
中里★ 大泉町1-19-6 ☎3922-0095

◆�区立小学校
旭丘 旭丘2-21-1 ☎3957-2151
小竹 小竹町2-6-7 ☎3956-8391
豊玉 豊玉中4-2-20 ☎3993-4286
豊玉第二 豊玉上2-16-1 ☎3993-0421
豊玉東 豊玉北1-16-1 ☎3993-4217
豊玉南 豊玉南2-14-1 ☎3993-6425
中村 中村2-8-1 ☎3990-4241
中村西 中村北4-17-1 ☎3990-4237
早宮 早宮4-10-17 ☎3993-5165
開進第一 早宮2-1-31 ☎3932-3170
開進第二 桜台5-10-5 ☎3993-2425
開進第三 桜台2-18-1 ☎3993-4263
開進第四 羽沢2-33-1 ☎3993-6153
仲町 氷川台2-18-24 ☎3932-5360
南町 練馬2-7-5 ☎3993-2438
北町 北町1-14-11 ☎3932-3296
北町西 北町7-3-8 ☎3932-7234
練馬 春日町6-11-36 ☎3990-4244
練馬第二 貫井2-31-13 ☎3990-4247
練馬第三 貫井1-36-15 ☎3970-5641
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練馬区わたしの便利帳

練馬東 春日町1-30-11 ☎3990-9142
田柄 田柄2-19-19 ☎3939-0351
田柄第二 田柄1-5-27 ☎3938-8826
向山 向山2-14-11 ☎3999-9145
豊溪 土支田2-26-28 ☎3925-2444
旭町 旭町2-29-1 ☎3939-0362
高松 高松3-16-1 ☎3999-3376
春日 春日町5-12-1 ☎3926-7102
光が丘四季の香 高松5-24-1 ☎3977-2711
光が丘春の風 光が丘7-2-1 ☎3976-5861
光が丘夏の雲 光が丘3-6-1 ☎5998-0501
光が丘秋の陽 光が丘2-1-1 ☎3976-6331
光が丘第八 光が丘1-4-1 ☎5997-4828
石神井 石神井台1-1-25 ☎3997-3277
石神井東 南田中3-9-1 ☎3997-3312
石神井西 関町北1-1-5 ☎3920-0382
石神井台 石神井台8-6-33 ☎3928-7124
上石神井 上石神井4-10-9 ☎3920-0805
上石神井北 石神井台5-1-32 ☎3920-1011
下石神井 下石神井2-20-18 ☎3997-5241
光和 石神井町2-16-34 ☎3997-3261
谷原 谷原2-9-26 ☎3997-3271
北原 谷原4-9-1 ☎3904-5172
立野 立野町17-13 ☎3920-9101
関町 関町北3-23-34 ☎3929-1290
関町北 関町北5-13-40 ☎3920-1027
大泉 東大泉4-25-1 ☎3924-0144
大泉第一 大泉町3-16-23 ☎3925-2455
大泉第二 南大泉4-29-11 ☎3924-2127
大泉第三 大泉学園町3-22-1 ☎3925-2466
大泉第四 西大泉1-24-1 ☎3925-2478
大泉第六 南大泉5-25-29 ☎3925-2471
大泉東 東大泉1-22-1 ☎3922-1355
大泉西 西大泉4-25-1 ☎3925-5832
大泉南 東大泉6-28-1 ☎3922-1371
大泉北 大泉町4-28-22 ☎3925-5912
大泉学園 大泉学園町4-7-1 ☎3923-0006
大泉学園緑 大泉学園町5-11-47 ☎3925-7233
大泉学園桜 区立小中一貫教育校の欄を参照
泉新 三原台3-18-30 ☎3925-4343
橋戸 大泉町2-11-25 ☎3925-8620
南田中 南田中5-15-37 ☎3997-1145
南が丘 南田中2-13-1 ☎3904-1282
富士見台 富士見台4-16-10 ☎3998-6351
八坂 土支田4-48-1 ☎3922-7625

◆�国立小学校
東京学芸大学附属大泉 東大泉5-22-1 ☎5905-0200

◆�私立小学校
東京三育 関町南2-8-4 ☎3920-2450

◆�区立中学校
旭丘 旭丘2-40-1 ☎3957-3133
豊玉 豊玉南2-1-20 ☎3994-1451
豊玉第二 豊玉北2-24-5 ☎3993-4212
中村 中村南1-32-21 ☎3990-4436
開進第一 早宮1-16-50 ☎3993-2417
開進第二 練馬2-27-28 ☎3993-1348
開進第三 桜台3-28-1 ☎3993-4265
開進第四 羽沢3-24-1 ☎3993-1481
北町 北町3-1-34 ☎3932-7231
練馬 高松1-24-1 ☎3990-5451
練馬東 春日町2-14-22 ☎3998-0231
貫井 貫井2-14-13 ☎3990-6412
田柄 田柄3-3-1 ☎3990-4403
豊渓 旭町3-5-10 ☎3939-0245
光が丘第一 光が丘6-5-1 ☎3976-5871
光が丘第二 光が丘7-1-1 ☎3976-9202
光が丘第三 光が丘3-2-1 ☎3977-3521
石神井 石神井台1-32-1 ☎3997-3131
石神井東 高野台1-8-34 ☎3996-2157
石神井西 関町南3-10-3 ☎3920-1034
石神井南 下石神井2-7-23 ☎3997-3315
上石神井 上石神井4-15-27 ☎3920-1126
南が丘 南田中4-8-23 ☎3904-5782
谷原 谷原4-10-5 ☎3995-8036
三原台 三原台3-13-41 ☎3925-9564
大泉 東大泉4-27-35 ☎3924-0771
大泉第二 東大泉6-21-1 ☎3922-0165
大泉西 西大泉3-19-27 ☎3921-7101
大泉北 大泉町5-4-32 ☎3925-9230
大泉学園 大泉学園町4-17-32 ☎3925-4492
大泉学園桜 区立小中一貫教育校の欄を参照
関 関町北4-34-23 ☎3929-0048
八坂 土支田4-47-21 ☎3924-0399

◆�区立小中一貫教育校
大泉桜学園 大泉学園町9-2-1 ☎3924-1126

◆�都立中学校
大泉高等学校附属 東大泉5-3-1 ☎3924-0318

◆�私立中学校
東京女子学院 関町北4-16-11 ☎3920-5151
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

富士見 中村北4-8-26 ☎3999-2136
武蔵 豊玉上1-26-1 ☎5984-3741
早稲田大学
高等学院中学部 上石神井3-31-1 ☎5991-4156

◆�国立中等教育学校
東京学芸大学附属
国際中等教育学校 東大泉5-22-1 ☎5905-1326

◆�都立高等学校
井草 上石神井2-2-43 ☎3920-0319
大泉 東大泉5-3-1 ☎3924-0318
石神井 関町北4-32-48 ☎3929-0831
練馬 春日町4-28-25 ☎3990-8643
光丘 旭町2-1-35 ☎3977-1501
大泉桜 大泉町3-5-7 ☎3978-1180
田柄 光が丘2-3-1 ☎3977-2555
練馬工業 早宮2-9-18 ☎3932-9251
第四商業 貫井3-45-19 ☎3990-4221

◆�私立高等学校
東京女子学院 関町北4-16-11 ☎3920-5151
富士見 中村北4-8-26 ☎3999-2136
武蔵 豊玉上1-26-1 ☎5984-3741
早稲田大学高等学院 上石神井3-31-1 ☎5991-4156

◆�私立大学
日本大学芸術学部 旭丘2-42-1 ☎5995-8201
武蔵大学 豊玉上1-26-1 ☎5984-3713
武蔵野音楽大学 羽沢1-13-1 ☎3992-1121

◆�特別支援学校
都立大泉特別支援学校 大泉学園町9-3-1 ☎3921-1381
都立石神井特別支援学校 石神井台8-20-35 ☎3929-0012
都立練馬特別支援学校 高松6-17-1 ☎5393-3524
旭出学園（特別支援学校）東大泉7-12-16 ☎3922-4134

◆�インターナショナルスクール
アオバジャパン・
インターナショナルスクール
光が丘キャンパス

光が丘7-5-1 ☎4578-8832

区民生活・産業・消費者・勤労者施設
石神井公園
区民交流センター

石神井町2-14-1
石神井公園ピアレス2・3階 ☎5910-3451

ワークサポートねりま 石神井公園
区民交流センター内（2階） ☎3904-8609

区民協働交流センター 練馬1-17-1ココネリ3階 ☎6757-2025

◆�消費者・勤労者施設
消費生活センター 石神井公園

区民交流センター内（2階） ☎5910-4860

勤労福祉会館 東大泉5-40-36 ☎3923-5511
サンライフ練馬
（東京中高年齢労働者福祉センター）貫井1-36-18 ☎3990-0185

◆�産業施設
区民・産業プラザ 練馬1-17-1

ココネリ3・4階 ☎3992-5335

練馬ビジネスサポート
センター 区民・産業プラザ内（4階） ☎6757-2020

ねりま観光案内所 区民・産業プラザ内（3階） ☎3991-8101
石神井観光案内所 石神井町3-23-8 ☎5923-9220

◆�地区区民館
桜台 桜台3-39-17 ☎3993-5461
豊玉北 豊玉北3-7-9 ☎3948-3061
貫井 貫井1-9-1 ☎3926-7217
富士見台 富士見台3-10-1 ☎3926-1091
下石神井 下石神井6-8-15 ☎3904-5061
関町北 関町北4-12-21 ☎3594-2603
立野 立野町15-42 ☎3928-6216
大泉学園 大泉学園町8-9-5 ☎3922-4101
北大泉 大泉町2-41-26 ☎3978-0324
（令和5年6月（予定）まで改修工事のため休館）
東大泉 東大泉3-53-1 ☎3921-8296
南大泉 南大泉2-19-26 ☎3978-9791
西大泉 西大泉5-3-32 ☎3921-6493
旭町北 旭町2-30-16 ☎5998-0511
光が丘 光が丘3-9-4 ☎3979-6911
田柄 田柄3-28-13 ☎3926-4932
春日町南 春日町5-20-25 ☎3926-4971
高松 高松3-24-27 ☎3999-7911
旭町南 高松5-23-15 ☎3904-5191
北町 北町2-26-1 ☎3937-1931
北町第二 北町6-24-101 ☎3931-1270
氷川台 氷川台2-16-14 ☎3932-3656
早宮 早宮4-14-5 ☎3994-7961

◆�地域集会所
桜台 桜台1-22-9 ☎3993-6699
小竹 小竹町1-63-2 ☎3554-3100
旭丘 旭丘1-58-10 ☎3950-4842
豊玉 豊玉中4-13-6 ☎3991-7857
向山 向山4-21-12 ☎3999-9696
中村 中村南2-23-12 ☎3999-9560
三原台 三原台3-13-17 ☎3925-4790
谷原 谷原5-6-7 ☎3997-5673
練馬高野台駅前 高野台1-7-29 ☎3995-2457
高野台 高野台3-28-11 ☎5372-1277
南田中 南田中2-18-36 ☎3997-5700
上石神井南 上石神井1-6-16 ☎3920-0620
上石神井北 上石神井2-36-18 ☎5991-3600
石神井台みどり 石神井台2-13-6 ☎5393-5200
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練馬区わたしの便利帳

石神井台 石神井台4-5-14 ☎3594-1203
関町 関町南4-22-1 ☎5991-0555
大泉北 大泉学園町4-21-1 ☎3922-0191
大泉学園町 大泉学園町6-20-36 ☎5387-6315
大泉町 大泉町4-35-17 ☎5387-5490
東大泉中央 東大泉3-18-9 ☎3922-1260
東大泉 東大泉7-27-51 ☎3923-3037
南大泉 南大泉5-26-19 ☎3922-1130
旭町 旭町3-11-6 ☎3939-8960
田柄 田柄2-6-22 ☎3939-6735
春日町 春日町5-30-1 ☎3990-4680
土支田中央 土支田2-32-8 ☎3924-1990
土支田 土支田2-40-21 ☎3978-8190
北町 北町8-28-10 ☎3550-7719

早宮 早宮1-44-19
（早宮区民事務所併設） ☎3994-6977

◆�教室開放
小竹小 小竹町2-6-7 ☎3956-0681
豊玉小 豊玉中4-2-20 ☎3992-1527
開進第三小 桜台2-18-1 ☎3992-7372
北町小 北町1-14-11 ☎3559-6256
練馬小 春日町6-11-36 ☎3926-2379
練馬第三小 貫井1-36-15 ☎3926-7478
豊溪小 土支田2-26-28 ☎3923-0217
石神井東小 南田中3-9-1 ☎5923-0755
上石神井小 上石神井4-10-9 ☎3920-1461
光和小 石神井町2-16-34 ☎5393-7465
谷原小 谷原2-9-26 ☎3997-9316
大泉第三小 大泉学園町3-22-1 ☎3867-5554
大泉南小 東大泉6-28-1 ☎3925-2769
橋戸小 大泉町2-11-25 ☎3925-8044
八坂小 土支田4-48-1 ☎3922-2126

◆�区指定葬儀場
江古田斎場 小竹町1-61-1 ☎3958-1192
東高野会館 高野台3-10-3 ☎3995-3724
大泉橋戸会館 大泉町6-24-26 ☎3925-1325
石神井寳亀閣斎場 石神井台1-2-13 ☎3996-0214
豊島園会館 練馬3-22-6 ☎3991-2234

（夜間） ☎0120-17-9876

◆�区民葬儀取扱葬儀店
今井葬儀社 旭丘1-76-2 ☎3951-2527
石山葬儀社 豊玉北5-17-8 ☎3992-4243
今井商店 中村北4-2-8 ☎3999-1318
東京祭典 練馬4-11-11 ☎3991-2295
金周内田 北町1-16-6 ☎3933-0426
西武葬儀社 南大泉3-31-24 ☎3924-3040
伊藤葬儀社 大泉学園町1-28-7 ☎3924-7498
小澤葬祭 関町北4-1-10 ☎3920-0878
小澤葬祭上石神井支店 上石神井4-4-22 ☎3920-4733
マキノ祭典 上石神井4-9-24 ☎3929-1040
マキノ祭典大泉学園支店 大泉学園町6-12-44 ☎3921-1616
マキノ祭典東大泉営業所 東大泉3-16-31 ☎3924-0080
まごころ式典 土支田4-13-6 ☎6760-6409
長谷川葬儀社 早宮3-43-4 ☎5912-5646
きよせ典礼 西大泉6-3-7 ☎3921-9090

ネクストワン 高松3-7-17
フレグランス光が丘1階 ☎3991-0278

公衆浴場
江古田湯 旭丘1-17-3 ☎3953-9275
浅間湯 栄町38-3 ☎3991-2406
玉の湯 豊玉中1-11-12 ☎3992-0450
豊玉浴場 豊玉北2-7-18 ☎3992-9024
平和湯 中村南3-11-2 ☎3990-1666
中村浴場 中村北3-3-11 ☎3999-2610
川場湯 桜台3-15-14 ☎3991-7381
天然温泉久松湯 桜台4-32-15 ☎3991-5092
辰巳湯 桜台4-42-2 ☎3994-2680
貫井浴場 貫井2-20-16 ☎3970-4126
北町浴場 北町2-28-13 ☎3933-0580
ゆ～ポッポ 北町6-4-13 ☎3933-3564
桑の湯 北町8-5-2 ☎3933-5040
喜久の湯

（小川バスマンション）田柄2-32-20 ☎3939-0639

三原台富士の湯 三原台1-30-1 ☎3923-5811
豊宏湯 石神井町3-14-8 ☎3996-8650
たつの湯 石神井台6-19-26 ☎3922-0753
武蔵関松乃湯 石神井台7-11-1 ☎3920-4005
美寿々湯 大泉町6-10-2 ☎3924-5010
第二亀の湯 関町北1-15-7 ☎3920-3542
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文化・学習施設・余暇利用
生涯学習センター 豊玉北6-8-1 ☎3991-1667
生涯学習センター分館 高野台2-25-1 ☎3904-4881
練馬区立美術館 貫井1-36-16 ☎3577-1821
石神井公園
ふるさと文化館 石神井町5-12-16 ☎3996-4060

石神井公園
ふるさと文化館（分室）

石神井台1-33-44
（石神井松の風文化公園管理棟内） ☎3996-4060

練馬文化センター 練馬1-17-37 ☎3993-3311
（令和4年10月15日から令和6年春頃まで改修工事のため利用休止）
大泉学園ゆめりあホール 東大泉1-29-1�ゆめりあ1内 ☎5947-2351
光が丘区民ホール 光が丘区民センター内 ☎5997-7712
関区民ホール 関区民センター内 ☎3928-1987
学校教育支援センター 光が丘6-4-1 ☎6385-9911
　 学校教育支援
　センター教育相談室 光が丘6-4-1 ☎5998-0091

　 学校教育支援
　センター練馬 豊玉北5-15-19 ☎3991-3666

　 学校教育支援
　センター関 関町北1-21-15 ☎3928-7200

　 学校教育支援
　センター大泉 東大泉3-18-9 ☎6385-4681

男女共同参画センターえーる 石神井町8-1-10 ☎3996-9005
春日町青少年館 春日町4-16-9 ☎3998-5341
南大泉青少年館 南大泉1-44-7 ☎3924-3500
ねりま若者サポートス
テーション （春日町青少年館内） ☎5848-8341

文化交流ひろば 光が丘3-1-1 ☎3975-1251

◆�図書館
光が丘 光が丘4-1-5 ☎5383-6500
練馬 豊玉北6-8-1 ☎3992-1580
石神井 石神井台1-16-31 ☎3995-2230
平和台 平和台1-36-17 ☎3931-9581
大泉 大泉学園町2-21-17 ☎3921-0991
関町 関町南3-11-2 ☎3929-5391
貫井 貫井1-36-16 ☎3577-1831
稲荷山 大泉町1-3-18 ☎3921-4641
小竹 小竹町2-43-1 ☎5995-1121
南大泉 南大泉1-44-7 ☎5387-3600
南大泉分室
こどもと本のひろば 南大泉3-17-20 ☎3925-4151

春日町 春日町5-31-2-201
エリム春日町2階 ☎5241-1311

南田中 南田中5-15-22 ☎5393-2411

◆�ベルデ（少年自然の家）
ベルデ軽井沢
（軽井沢少年自然の家）

長野県北佐久郡軽井
沢町大字追分1341-1☎0267-46-4141

ベルデ武石（本館・新館）
（武石少年自然の家）

長野県上田市武石上
本入2469

☎0268-86-2526（本館）
☎0268-86-2525（新館）

ベルデ岩井
（岩井少年自然の家）

千葉県南房総市久枝
837 ☎0470-57-4141

公園・スポーツ施設
東部公園出張所 豊玉中3-28-8 ☎3994-8141
西部公園出張所 石神井庁舎内 ☎3904-7557

◆�公園・庭園
都立城北中央公園 氷川台1-3-1 ☎3931-3650
都立光が丘公園 光が丘4-1-1 ☎3977-7638
都立石神井公園 石神井台1-26-1 ☎3996-3950
都立大泉中央公園 大泉学園町9-4-3 ☎3867-8096
武蔵関公園（ボート場）関町北3-45-1 ☎3928-2484
大泉交通公園 南大泉6-16-1 ☎3924-0996
向山庭園 向山3-1-21 ☎3926-7810
牧野記念庭園 東大泉6-34-4 ☎6904-6403
四季の香ローズガーデン 光が丘5-2-6 ☎6904-2061
土支田農業公園 土支田3-34-26 ☎5387-8931
こどもの森 羽沢2-32-7 ☎5999-6200
中里郷土の森 大泉町1-51-2 ☎3922-3021

◆�体育館��※は温水プール併設
総合 谷原1-7-5 ☎3995-2805
（令和5年3月（予定）まで改修工事のため休館）

桜台 桜台3-28-1 ☎3992-9612
上石神井※ 上石神井1-32-37 ☎5991-6601
平和台※ 平和台2-12-5 ☎5920-3411
大泉学園町※ 大泉学園町5-14-24 ☎5905-1161
光が丘※ 光が丘4-1-4 ☎5383-6611
中村南スポーツ
交流センター※ 中村南1-2-32 ☎3970-9651

◆�プール
三原台温水 三原台2-11-29 ☎3924-8861
石神井 石神井町5-12-16 ☎3997-6131
（開場期間（7月1日から9月10日まで）外の問合せは三原台温水プールへ）

◆�運動場・野球場・庭球場
練馬総合運動場公園 練馬2-29-10 ☎3994-3086
大泉学園町
希望が丘公園 大泉学園町9-1-2 ☎3921-6850

大泉さくら運動公園 大泉学園町9-4-5 ☎3921-7088
大泉運動場 大泉町5-24-12 ☎3922-6121
学田公園野球場 豊玉南3-32-27 ☎3992-2070
東台野球場 石神井町1-11-32 ☎3996-3519
北大泉野球場 大泉町3-31-44 ☎3921-6297
豊玉中公園庭球場 豊玉中4-1-17 ☎3991-3461
夏の雲公園庭球場 光が丘3-5-1 ☎5997-7630
土支田庭球場 土支田4-31-24 ☎3921-7566
びくに公園庭球場 東大泉2-28-31 ☎3921-5203
石神井松の風文化公園 石神井台1-33-44 ☎5372-2455
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練馬区わたしの便利帳

清掃リサイクル施設
練馬清掃事務所 豊玉上2-22-15 ☎3992-7141
石神井清掃事務所 上石神井3-34-25 ☎3928-1353
谷原清掃事業所 谷原5-5-11 ☎5393-3001
資源循環センター 谷原1-2-20 ☎3995-6711
練馬清掃工場 谷原6-10-11 ☎3995-5311
光が丘清掃工場 光が丘5-3-1 ☎5967-1356
関町リサイクルセンター 関町北1-7-14 ☎3594-5351
春日町リサイクルセンター 春日町2-14-16 ☎3926-2501
豊玉リサイクルセンター 豊玉上2-22-15 ☎5999-3196
大泉リサイクルセンター 大泉学園町1-34-10 ☎3978-4030

病院・健診センター
練馬区医師会
医療健診センター 高野台2-23-20 ☎3997-6175

順天堂大学医学部
附属練馬病院 高野台3-1-10 ☎5923-3111

地域医療振興協会
練馬光が丘病院 光が丘2-11-1 ☎3979-3611

（令和4年10月移転予定　新住所：光が丘2-5-1）
都立駒込病院 文京区本駒込3-18-22 ☎3823-2101
都立大塚病院 豊島区南大塚2-8-1 ☎3941-3211
都立豊島病院 板橋区栄町33-1 ☎5375-1234
都立小児総合
医療センター 府中市武蔵台2-8-29☎042-300-5111

東京都健康長寿
医療センター 板橋区栄町35-2 ☎3964-1141

国立成育医療
研究センター 世田谷区大蔵2-10-1 ☎3416-0181

国立国際医療
研究センター 新宿区戸山1-21-1 ☎3202-7181

国立がん
研究センター中央病院 中央区築地5-1-1 ☎3542-2511

区内の公共機関
◆�警察署
練馬警察署 豊玉北5-2-7 ☎3994-0110
光が丘警察署 光が丘2-9-8 ☎5998-0110
石神井警察署 石神井町6-17-26 ☎3904-0110
◆�消防署
練馬消防署 豊玉北5-1-8 ☎3994-0119
光が丘消防署 光が丘2-9-1 ☎5997-0119
石神井消防署 下石神井5-16-8 ☎3995-0119

◆�年金事務所
練馬年金事務所 石神井町4-27-37 ☎3904-5491

◆�税務署
練馬東税務署 栄町23-7 ☎6371-2332
練馬西税務署 東大泉7-31-35 ☎3867-9711
練馬都税事務所 豊玉北6-13-10 ☎3993-2261
練馬自動車税事務所 北町2-8-6 ☎3932-7321

◆�道路
［区道］
管轄の土木出張所�⇨28・132p参照
［都道］
東京都建設局第四建設事務所
練馬工区 北町6-30-1 ☎3933-6121
石神井工区 西大泉2-12-18 ☎3867-7816

［国道］
東京国道事務所
万世橋出張所

千代田区
外神田1-1-14 ☎3253-8361

◆�法務
東京法務局練馬出張所 春日町5-35-33 ☎5971-3681
練馬公証役場 豊玉北5-17-12��3階 ☎3991-4871

◆�電気・ガス・水道
電気
　停電・設備に関するお問合せ
　東京電力パワーグリッド株式会社�コンタクトセンター☎0120-995-007
ガス／東京ガスネットワーク株式会社
　ガス漏れ通報専用電話 ☎0570-002299
　※IP電話からは ☎6735-8899
　ガスメーター・ガス管等の問合せ ☎0570-023388
　※IP電話からは ☎6627-6257
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・漏水修繕・その他 ☎5326-1101
東京都下水道局
　練馬出張所 豊玉北4-15-1 ☎5999-5650
　西部第二下水道事務所 北区浮間4-27-1 ☎3969-2311

◆�郵便局��※は、住民票の写しなどの証明書を発行している郵便局
練馬郵便局 豊玉北6-4-2 ☎0570-030-712
光が丘郵便局 光が丘2-9-7 ☎0570-943-591
石神井郵便局 石神井台3-3-7 ☎0570-943-497
大泉郵便局※ 大泉学園町4-20-23 ☎0570-943-874
練馬二郵便局 練馬2-21-7 ☎3992-9858
練馬四郵便局 練馬4-25-14 ☎3991-0805
練馬桜台二郵便局※ 桜台2-17-13 ☎3992-9877
練馬小竹郵便局 小竹町2-42-4 ☎3554-3061
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

練馬旭丘郵便局 旭丘1-76-3 ☎3950-6941
練馬桜台郵便局 豊玉上2-22-14 ☎3992-9870
練馬豊玉中郵便局 豊玉中1-17-1 ☎3993-4910
練馬豊玉郵便局 豊玉中2-27-2 ☎3992-9890
練馬貫井郵便局※ 貫井5-10-4 ☎3999-9479
練馬中村郵便局 中村北3-15-5 ☎3998-0933
練馬中村二郵便局 中村2-5-10 ☎3998-0932
練馬谷原郵便局 谷原2-2-23 ☎3997-3900
練馬高野台駅前郵便局※ 高野台1-7-3 ☎3997-1983
練馬高野台郵便局 高野台5-39-11 ☎3996-8400
練馬富士見台四郵便局 富士見台4-11-12 ☎3998-2070
練馬南田中二郵便局 南田中2-14-3 ☎3996-8600
練馬南田中郵便局 南田中3-5-6 ☎3997-0300
石神井公園駅前郵便局 石神井町3-25-11 ☎3997-1984
石神井四郵便局 石神井町4-28-13 ☎3996-3660
下石神井三郵便局 下石神井3-7-1 ☎3997-2707
上石神井郵便局 上石神井1-13-19 ☎3928-3391
練馬下石神井通郵便局 上石神井3-9-1 ☎3928-3394
練馬上石神井北郵便局 上石神井4-8-9 ☎3920-4241
石神井台六郵便局 石神井台6-15-8 ☎3924-0299
練馬関町郵便局 関町北2-3-4 ☎3928-3395
武蔵関駅前郵便局 関町北4-6-11 ☎3928-3392
練馬関一郵便局※ 関町南1-6-1 ☎3928-3390
練馬立野郵便局 立野町8-7 ☎3928-3393
練馬大泉学園郵便局 大泉学園町6-11-44 ☎3924-0939
練馬大泉学園北郵便局 大泉学園町8-32-2 ☎3922-7009
練馬大泉二郵便局 大泉町2-51-1 ☎3925-3300
練馬大泉四郵便局 大泉町4-28-13 ☎3921-2140
練馬東大泉二郵便局 東大泉2-15-8 ☎3922-2110
練馬東大泉三郵便局 東大泉3-19-14 ☎3921-1372
練馬東大泉四郵便局 東大泉4-31-8 ☎3921-1373
練馬東大泉七郵便局 東大泉7-35-25 ☎3922-0251
練馬南大泉一郵便局 南大泉1-15-38 ☎3922-2296
練馬南大泉四郵便局 南大泉4-49-24 ☎3921-4951
練馬南大泉五郵便局※ 南大泉5-21-24 ☎3924-2885
練馬西大泉二郵便局 西大泉2-1-32 ☎3923-4886
練馬西大泉三郵便局 西大泉3-32-5 ☎3922-1020
練馬西大泉五郵便局 西大泉5-34-49 ☎3924-1399
練馬旭町郵便局※ 旭町2-43-11 ☎5998-5470
練馬光が丘団地内郵便局 光が丘5-5-6 ☎3976-4471
練馬田柄東郵便局 田柄1-19-21 ☎3938-1551
練馬田柄二郵便局※ 田柄2-19-36 ☎3975-6331
練馬田柄郵便局 田柄3-14-3 ☎3990-7171
練馬春日南郵便局※ 春日町1-12-3 ☎3999-9788
練馬春日二郵便局 春日町2-7-31 ☎3999-9888

練馬春日郵便局 春日町6-2-6 ☎3998-0930
練馬高松三郵便局 高松3-21-19 ☎3998-3066
練馬高松郵便局 高松6-7-9 ☎3997-2033
練馬土支田郵便局※ 土支田2-29-16 ☎3922-1027
練馬北町郵便局※ 北町1-32-5 ☎3933-9894
練馬平和台一郵便局 平和台1-38-25 ☎3931-5540
練馬平和台郵便局 平和台4-21-12 ☎3933-9964
練馬氷川台郵便局 氷川台4-49-1 ☎3933-9950
練馬早宮郵便局 早宮3-9-22 ☎3991-5533

◆�ＮＴＴ
相談・申し込み ☎116
※携帯電話・NTT以外の固定電話からは ☎0120-116-000
番号案内 ☎104

◆�その他の公共施設
ＪＡ東京あおば本店 高松5-23-27 ☎5372-1311
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

東京法務少年支援センター 氷川台2-11-7 ☎3550-8802
陸上自衛隊練馬駐屯地 北町4-1-1 ☎3933-1161

練馬産業連合会 豊玉上2-23-10
練馬産業会館内 ☎3991-0530

東京商工会議所
練馬支部

練馬1-17-1
ココネリ�4階 ☎3994-6521

練馬東法人会 豊玉上2-23-10
練馬産業会館内 ☎3994-7272

練馬西法人会 東大泉6-47-15 ☎3923-7272

練馬区商店街連合会 練馬1-17-1
ココネリ�4階 ☎3991-2241

練馬区商店街
振興組合連合会

練馬1-17-1
ココネリ�4階 ☎3991-2241

ジェイコム東京 桜台1-1-6 ☎0120-999-000

交通機関
◆�電車
都営交通お客様センター ☎3816-5700
西武鉄道お客さまセンター ☎04-2996-2888
東武鉄道お客さまセンター ☎5962-0102
東京メトロお客様センター（忘れ物） ☎0570-033-555
東京メトロお客様センター（その他） ☎0120-104-106

◆�バス
都営交通お客様センター ☎3816-5700
西武バス練馬営業所 ☎3996-2525
西武バス上石神井営業所 ☎3867-2525
国際興業バス練馬営業所 ☎3934-1123
関東バスお客様窓口 ☎3371-1225
京王バス中野営業所 ☎3382-1511
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練馬区わたしの便利帳

◆�ねりまタウンサイクル（貸し自転車）
練馬 練馬1-17-39 ☎3992-5445
石神井公園 石神井町3-20-3 ☎5372-0809
大泉学園駅北口 東大泉1-33-6 ☎3867-4545
大泉学園駅南口 東大泉5-43-1 ☎5387-9777
上石神井 上石神井2-34-13 ☎5991-8225
練馬春日町 春日町5-31-2-102 ☎5241-9555
東武練馬 北町2-39-3 ☎5399-4545

◆�公共駐車場
練馬駅北口地下 練馬1-17-5 ☎3557-5190
石神井公園駅北口 石神井町2-14-15 ☎5910-3981
大泉学園駅北口 東大泉1-29-1 ☎5387-2600
大泉学園駅南口 東大泉5-43-1 ☎5933-1711

都庁・区役所
東京都庁 新宿区西新宿2-8-1 ☎5321-1111
千代田 千代田区九段南1-2-1 ☎3264-2111
中央 中央区築地1-1-1 ☎3543-0211
港 港区芝公園1-5-25 ☎3578-2111
新宿 新宿区歌舞伎町1-4-1 ☎3209-1111
文京 文京区春日1-16-21 ☎3812-7111
台東 台東区東上野4-5-6 ☎5246-1111
墨田 墨田区吾妻橋1-23-20 ☎5608-1111
江東 江東区東陽4-11-28 ☎3647-9111
品川 品川区広町2-1-36 ☎3777-1111
目黒 目黒区上目黒2-19-15 ☎3715-1111
大田 大田区蒲田5-13-14 ☎5744-1111
世田谷 世田谷区世田谷4-21-27 ☎5432-1111
渋谷 渋谷区宇田川町1-1 ☎3463-1211
中野 中野区中野4-8-1 ☎3389-1111
杉並 杉並区阿佐谷南1-15-1 ☎3312-2111
豊島 豊島区南池袋2-45-1 ☎3981-1111
北 北区王子本町1-15-22 ☎3908-1111
荒川 荒川区荒川2-2-3 ☎3802-3111
板橋 板橋区板橋2-66-1 ☎3964-1111
足立 足立区中央本町1-17-1 ☎3880-5111
葛飾 葛飾区立石5-13-1 ☎3695-1111
江戸川 江戸川区中央1-4-1 ☎3652-1151
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

※�この名簿の、病院に関する部分については、令和3年6月1日を基準日として東京都福祉保健局の編集・発行した「医療機関名簿�令和3年」
などに基づき作成し、診療所・歯科診療所に関する部分については、令和4年7月1日現在の届出内容などで作成しています。掲載してい
ない医療機関もあり、変更になる場合もありますのでご了承ください。

主な診療科目の略号
内：内科 老内：老人内科 呼内：呼吸器内科 消内：消化器内科
循内：循環器内科 神内：神経内科 糖内：糖尿病内科 内分内：内分泌内科
外：外科 整：整形外科 形：形成外科 小外：小児外科
脳外：脳神経外科 心外：心臓血管外科 呼外：呼吸器外科 乳外：乳腺外科
美外：美容外科 産：産科 婦：婦人科 産婦：産婦人科
小：小児科 耳：耳鼻咽喉科 皮：皮膚科 美皮：美容皮膚科
眼：眼科 泌：泌尿器科 放：放射線科 麻：麻酔科
精：精神科 心：心療内科 神：神経科 肛：肛門科
ア：アレルギー科 リウ：リウマチ科 リハ：リハビリテーション科 循：循環器科
消：消化器科 漢内：漢方内科 疼内：疼痛緩和内科 緩内：緩和ケア内科
胃内：胃腸内科 内鏡内：内視鏡内科 肛外：肛門外科
歯：歯科 矯：矯正歯科 小歯：小児歯科 口外：歯科口腔外科

医療機関の電話・インターネットサービス
★�東京都医療機関案内サービス「ひまわり」24時間対応�
⇨57p参照
★東京消防庁救急相談センター　24時間対応�⇨57p参照
★東京消防庁救急病院案内　24時間対応�⇨57p参照
★�休日急患診療所、練馬区夜間救急こどもクリニック、休日
当番医療機関の情報�⇨57p参照

※町別に番地順で掲載しています。

　石神井庁舎の番号は、担当課または係へ直接通話できる方式（ダイヤルイン）となっています。石神井庁舎で取り扱う業務は
下記の「主な仕事の内容」の通りです。ご利用に当たっては、ご確認の上ダイヤルしてください。

主な仕事の内容 担当課・係 電　話

住所の変更、住民票、印鑑登録、課税（非課税）・納税証明書、バイク
（125cc以下）の登録・廃車手続き、軽自動車税種別割の納税証明、
住民税・軽自動車税種別割、介護保険料の納付

石神井区民事務所 ☎3995-1103
（区民事務所直通）

戸籍についての問合せ 戸籍住民課戸籍第二係 ☎3995-1105

国民健康保険の加入・脱退、出産育児一時金・葬祭費などの給付申
請、限度額証などの交付、保険料の納付 国保年金課こくほ石神井係 ☎3995-1114

・子どもと家庭の総合相談
・児童虐待に関する通告・相談

子ども家庭支援センター�児童相談石神井係� �
児童相談大泉係 ☎3995-1108

練馬区青少年育成石神井地区委員会の問合せ 青少年育成石神井地区委員会 ☎5393-2875

庁舎管理、会議室使用についての問合せ 総務課総務石神井係 ☎3995-1101

区民相談についての問合せ・相談予約申し込み 石神井庁舎区民相談室 ☎3995-1100

石神井庁舎のテレホンガイド

係・担当の名称 担当する業務 練馬総合福祉事務所
FAX5984-1213

光が丘総合福祉事務所
FAX5997-9701

石神井総合福祉事務所
FAX3995-1137

大泉総合福祉事務所
FAX5905-5277

相談係
・�生活保護、資金貸付などの生活全般の相談
・�母子、父子、女性、家庭などの相談
・�ひとり親家庭のホームヘルプサービスの相談

☎5984-4742 ☎5997-7714 ☎5393-2802 ☎5905-5263

高齢者支援係 ・�高齢者虐待および権利擁護に関すること ☎5984-1670 ☎5997-7762 ☎5393-2818 ☎5905-5275
障害者支援係 ・�身体障害者福祉についての相談 ☎5984-4609 ☎5997-7796 ☎5393-2816 ☎5905-5272
知的障害者担当

係 ・�知的障害者福祉についての相談 ☎5984-4611 ☎5997-7075 ☎5393-2815 ☎5905-5273

福祉事務係 ・�障害者の手当・医療費助成などの相談 ☎5984-4612 ☎5997-7060 ☎5393-2817 ☎5905-5274

管理係 ・�庶務事務
・�経理事務 ☎5984-2768 ☎5997-7713 ☎5393-2801 ☎5905-5262

総合福祉事務所テレホンガイド

練馬区内医療機関名簿
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練馬区わたしの便利帳

施設名 所在地 電　話 診療科目
江古田まえはら
クリニック

1-66-5
ライオンズステーション
プラザ江古田1階

5988-0133 耳・小耳・小・ア

澤田皮膚科医院 1-76-8
レスタ江古田3階 3952-1112 皮

江古田コスモ眼科 1-76-8��4階 6915-3575 眼

こもれびクリニック 1-76-8
ＲＥＳＴＡ�Ｅｋｏｄａ5階 5983-7711 児精・精・心

いとう
内科クリニック

2-34-15
旭丘ラポール1階 6761-1171 内・呼内・ア・小

江古田
内科整形外科

2-44-6
東秀コーポ1階 6431-0030 内・整・リハ

◆�小竹町
上野医院 1-42-5 3955-2315 内・小

坪井医院 1-57-10 3955-0531 産婦

近藤医院 1-76-18 3972-0040 内・循内・腎内

小竹向原眼科クリニック 2-3-1 5926-8588 眼・ア・小眼

小竹向原こぐま皮フ科 2 - 3 - 1G r a nde�
Kotake�1階�3号室 3974-1112 皮・小皮・ア

小竹向原耳鼻咽喉科
クリニック

2 -3 -1Grande�
Kotake�104号室 5926-6805 耳・小耳

かとう内科
クリニック小竹向原

2-3-1Grande�
Kotake�1階�5-2 5995-1500 内・糖内・内分代

内

小竹向原こころの
クリニック

2-3-1Grande�
Kotake�2階 3957-7070 心・精

斎藤医院 2-8-8 3955-3511 内・小・産婦

千坂クリニック 2-49-10 3959-3052 内・漢内

石黒内科クリニック 2-81-8 5917-6100 内・消・小

◆�栄町
西澤クリニック 6-8�吉村ビル1階 3948-5288 内・外・泌

井原医院 25-7 3991-0596 内

吉野整形外科内科 29-1�青山堂ビル3階 3948-0234 内・整・リハ・放

えこだ駅前
山田整形外科 32-7�1階 3991-0507 整・リハ

井口医院 32-9 3994-3871 内・胃・小・放

江古田
みずのクリニック

32-13
スワースモアN1階 6914-6475 神内・精・心・内

さかい整形外科 34-7�クイーンズコート102 5912-2552 リウ・リハ・整

佐藤メンタルクリニック 34-7�クイーンズコート201 3557-8363 精・心

篠田眼科医院 37-7 3991-3738 眼

◆�羽沢
悠翔会くらしケア
クリニック練馬 1-22-11 6914-8008 内・皮・精・緩内・

脳外・脳内・漢内

新桜台中村
ファミリークリニック 2-2-14 3991-7131 内・小・皮

◆�豊玉上
河田眼科 1-3-1�ミューズ豊玉1階 5946-5433 眼

野口医院 1-13-6 3994-5018 内・胃・循・放・小

片本内科クリニック 2-14-9�桜台ファミリー
マンション504号室 6915-8001 内

井関内科
2-21-13
第3桜台ファミリーマ
ンション101号

5912-1500 内・糖内

◆�豊玉中
坂本整形外科
クリニック

2-13-20
COSMOS19豊玉中1階 5984-5454 整・リハ・リウ・外

秋田医院 4-10-3 3991-1151 内・小

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�旭丘
練馬総合病院
旭丘診療所

1-32-9
第2エムイーマン
ション1階

5982-8022 内・小・漢内

大野医院 1-55-5 3951-8182 内・小・循・ア

安医院 1-65-5 3951-5528 産婦・内・小

一般診療所�歯科�⇨158p

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目

地域医療
振興協会
練馬
光が丘病院

光が丘2-11-1
（令和4年10月移転予定
新住所：光が丘2-5-1）

3979-3611

内・循内・小・精・神
内・外・整・脳外・呼
外・心外・産婦・眼・
耳・皮・泌・リハ・放・
麻・救・病診・呼内・消
内・腎内・糖内分内・
リウ内・乳外・頭頸外・
臨検・肝内・形・消外

順天堂大学
医学部附属
練馬病院

高野台3-1-10 5923-3111

内・呼内・消内・循内・
小・神内・リウ内・腎
内・血内・外・消外・乳
外・整・形・脳外・呼外・
小外・産婦・眼・耳・皮
ア・泌・リハ・放・麻・救・
臨検・病診・糖内分
内・歯・心外・小（新生
児）

慈誠会・
練馬高野台病院 高野台3-8-8 3904-5300 内・外・整・リハ

練馬総合病院 旭丘1-24-1 5988-2200
内・小・外・整・皮・産婦・
眼・放・脳外・泌・リハ・
循内・循外・病診・漢
内・麻・消外・救

浩生会
スズキ病院 栄町7-1 3557-2001

内・外・泌・整・消内・
肝内・糖内・循内・呼
内・大肛外・消外

桜台病院 豊玉南1-20-15 3993-7631 内・リハ・放

東海病院 中村北2-10-11 3999-1131 内・外

練馬さくら病院 北町3-7-19 3931-1101 内・神・歯・リハ

久保田
産婦人科病院 東大泉3-29-10 3922-0262 産・婦・小

大泉生協病院 東大泉6-3-3 5387-3111
内・呼内・消内・循内・
糖内・小・精・神内・外・
整・婦・眼・皮・泌・歯・リ
ハ・内分内

東大泉病院 東大泉7-36-10 3924-5820 内

陽和病院 大泉町2-17-1 3923-0221 精

大泉病院 大泉学園町6-9-1 3924-2111 精・神・心

関町病院 関町北1-6-19 3920-0532 外・整・リハ・内・麻・皮

田中
脳神経外科病院 関町南3-9-23 3920-6263 外・整・脳外・内

慈雲堂病院 関町南4-14-53 3928-6511 精・内・歯

島村記念病院 関町北2-4-1 3928-0071
内・糖内・代内分内・
消内・循内・肝内・小・
外・消外・整・リハ・放・
リウ・婦・乳外

練馬駅リハビリ
テーション病院 練馬1-17-1 3557-2611 内・リハ

ねりま健育会
病院

大泉学園町
7-3-28��1、2階 5935-6102 内・神内・リハ

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

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�豊玉南
とくでんクリニック 1-10-1

飯島ビル101号室 3991-1971 内

阪本クリニック 1-18-7
徳殿パークマンション105 5946-1237 内

◆�豊玉北
新江古田診療所 1-12-16 5999-6000 内・小・リハ

黄十字診療所 1-23-10 3994-5358 内・小

佐々木医院 4-8-14 3993-0302 内・胃・外

練馬桜台クリニック 4-11-9 5999-0723 内・外・消・循・肛・
胃

ねぎしクリニック 4-19-6��1階 3991-0328 小・内・ア・消内・
循内・内鏡内

ながにし耳鼻
咽喉科クリニック

4-26-6�D・S・Tクリー
ンカーム1階101号 5912-0087 耳

中井医院 5-3-14
中井ビル1階 3991-0657 内・小・整・消内・循内・

リハ・リウ・ア・呼内
キタミヒフ科
クリニック

5-3-14
中井ビル2階206号 3991-1712 皮

城西在宅
クリニック・練馬

5-4-3
サンオーザ豊玉101 4560-1122

内・外・緩内・精・
神内

さくらクリニック練馬 5-7-4�鈴木ビル1階 6914-6551 内・神内

内田クリニック 5-7-15 3948-7222 内・精・心

内田内科胃腸
クリニック 5-7-15 5912-1241 内・消内・糖内・ア・

胃内

みすずクリニック 5-12-8
サンハイムTS1階 3993-6199 内・胃・消

ねりま在宅診療所 5-14-6�新練馬ビル4階 6914-5572 内・皮・精・眼・耳

練馬東クリニック 5-14-6�新練馬ビル4階 5946-2727 内・精

練馬恒清会
クリニック

5-17-7
ネリマビル3階 6915-8366 眼・ア・美皮

小山耳鼻咽喉科
アレルギー科医院 5-18-6 3991-4683 耳・ア

ねりま皮フ科
クリニック

5-18-9
河野ビル3階 3994-4088 皮

伊藤内科医院 5-18-9
河野ビル5階 3948-5555 内・小・消・循

練馬南口
ストレスケアクリニック

5-19-13
栗原ビル3階 5912-8570 内・精・心

佐藤クリニック 5-32-4�角ビル2・3階 3993-3171 内・外・整

練馬中央診療所 5-32-8��1階・2階・3階 3991-9655 内・外・小・皮・泌

森口クリニック 6-1-7�メイゾン豊玉2階 3991-1750 内・泌

ひかりクリニック 6-3-3� 第8平和
ビル302号 5946-9979 内・小

藤澤こどもクリニック 6-6-6 3557-7950 小・皮・内・ア

森田眼科 6-15-18 3994-5508 眼

森田医院 6-15-19 3991-0012 内・小・耳・放

小山小児科・
耳鼻咽喉科医院 6-19-1 3991-0002 小・耳・ア

◆�中村
臼井医院 2-16-8 3970-0210 胃内・放・循内・

内・小・精

扇内医院 3-4-18 3990-2111 内・産婦・小・皮・
歯・口外・小歯・矯

中村三丁目皮フ科 3-16-2 6325-7709 皮・小皮

つちやハートクリニック 3-17-6
内田ビル1階 5933-9914 内・循内

施設名 所在地 電　話 診療科目
中杉通り整形外科 3-24-15

サンハイム中幸1階 3999-7916 内・リハ・リウ・整

大野医院 3-31-1 3999-6620 内・呼・循・小

◆�中村南
はたクリニック 1-15-16 3926-2355 脳外・神内・外・整・

眼・内・消内・肛外

もろいクリニック 2-15-6 5848-8558 小・内・ア・皮

いかいクリニック 3-12-4�
ひかり壱番館1階 5971-3601 整・内・皮・リウ・リハ

手塚医院 3-15-2 3990-9970 内・小

こうち医院 3-16-7�ＴＣＮ101 5987-5137 内・外・循内

◆�中村北
練馬在宅クリニック 1-5-9

第二永崎ビル1階 050-3823-2317 内・小・緩内・泌

テル皮膚科

1-10-12
メディカルポート
練馬2階

3577-5100 皮・小皮・美皮

まつだ整形外科・リウマチ科 3577-5100 整・リウ・リハ

いいだ耳鼻咽喉科 3577-5100 耳・小耳

あまの内科クリニック 3577-5100 内・小

清水内科クリニック 2-18-8
ちくまビル2階 3577-1900 内・呼

寺門医院 3-3-5 3999-4630 内・外・小

ホームクリニック
のどか 3-4-10 5971-8285 老内・緩内

中村橋駅前内科
クリニック

3-23-5
シュウカワグチビル1階 5848-7830 内・腎内・ア・糖代

内

中村橋メンタル
クリニック

4-2-3
モリタサンパークビル202 5971-3639 心・精

中村橋眼科医院 4-2-7 3990-8200 眼

わだ内科クリニック 4-4-12
ラフォレスタ1階 3825-7888 内・小・呼内・循内

田中医院 4-4-16��1階 3998-0011 内・神内

わたなべこども
クリニック 4-5-2 3990-9998 内・小・放・ア・皮

加藤耳鼻咽喉科医院 4-9-3 3990-0240 耳

メディカルスキャニング
富士見台

4-24-10
原島ビル1階 5766-6333 放

◆�桜台
泉皮膚科クリニック 1-4-14

アクシルコート桜台201号 3557-8557 皮

桜台診療所 1-7-5
吉本ビル1階 3993-0305 心・神・精

南町医院 1-8-8 3993-5251
内・小・外・耳・整・
泌・呼内・循内・消
内・消外

岸田眼科 1-9-4 3992-5757 眼

新桜台内科・外科
クリニック

1-28-8�シースリー
モール新桜台2階 3993-9090 内・外・消内・肛外

つさかこどもおとな
皮膚科・泌尿器科 1-28-8�2階 3993-1211 皮・小皮・美皮・

ア・泌・女泌・小泌
新桜台駅前脳神経
外科・内科クリニック

1-28-8�シースリー
モール新桜台2階-3 6914-7703 脳外・内

牧田医院 1-45-15
Blanc・et・Noir1階・2階 3948-0600 内・小・呼内・皮・

小皮・美皮

阿部クリニック 2-1-7 3992-1103 内・小・外・整・皮・
循・消・リハ

若松医院 2-8-1 3991-1039 内・小

耳鼻咽喉科平山医院 2-19-15 3991-0827 耳

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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練馬区わたしの便利帳

施設名 所在地 電　話 診療科目
中山内科
皮フ科クリニック

3-12-1
リウズヒル氷川台102 3994-7151 皮・内

反町医院 3-14-16 3991-2969 内・小・皮

赤松レディスクリニック 3-41-14 3991-8854 内・産婦

森田クリニック 3-46-5 3557-6350 内・小・皮・胃内・
循内・呼内

平間医院 4-1-8�第5桜台ファミ
リーマンション101 3993-5353 内・小

桜台マタニティ
クリニック 4-32-8 3993-0402 産・婦

石井整形外科 4-32-13��1階 3993-0900 整・リハ

あい練馬眼科 4-42-2 3991-1101 眼・小眼・神眼

本多医院 5-1-10 3991-1028 内・胃・放

◆�練馬
城北さくらクリニック 1-1-12

下島ビル3階 5912-0203 内・外・皮・精

練馬駅前メンタル
クリニック

1-2-5
光運ビル4階 3557-2421 精・心

練馬駅前内視鏡・
乳腺クリニック

1-4-1�ユニティ
フォーラムⅡ練馬9階 5912-1230 内・内鏡内・外・乳外

ねりま駅前眼科 1-4-4
ベストフルスビル5階 3557-8558 眼

よしクリニック 1-6-8
メディカＮｅｒｉｍａ3階 3948-3333 皮・形・美皮・美外

練馬ペインクリニック・
整形外科

1-6-8
メディカNERIMA4階 6914-7163 ペ外・整

ローズメンタル
クリニック

1-6-8
メディカNERIMA5階 6914-6027 心・精

練馬第二診療所 1-6-16 3991-4670 内・循・外・整・放・
小・消

練馬駅西口眼科
クリニック

1-8-4
コンフォート練馬1階 3948-1119 眼

すずしろ診療所 1-15-1堀越ビル 3557-1131 内・小・循内・内分
内・老内・脳内

ねりま駅前
キッズクリニック 1-17-1 6914-8821 ア・小・内

あまがいメンタルク
リニック練馬

1-22-10
エレガンス練馬1階 5912-5363 精・心・老精

武蔵野総合
クリニック練馬

1-26-1
中道ビル2・3・4・5階 3993-7015 内・透内・呼内・消

内

ぶどうの木クリニック 1-26-10
グランチノ1階 6659-6055 心・神・精

鈴木クリニック 1-27-1 3991-1581 内・小・放・呼内・
消内

ながたクリニック 1-27-7 5912-1187 耳・泌・内

小原クリニック 1-34-1 5999-9119 形・皮・美外・内・外

さいぐさ医院 3-19-12
ウエストハイランド1階 5946-7003 内・呼・循・外

たかみクリニック 4-10-10 5984-5122 産婦・内

高橋医院 4-13-5 3993-3811 内・小・皮

大江戸
整形外科内科

4-14-13
コンフォート壱番館1階 5912-5355 整・内・皮・リハ

◆�貫井
斉藤皮膚科 1-1-4 5241-8131 皮

平木整形外科内科 1-2-9 3999-7002 整・内・小・外・皮・
リウ・リハ

すみ医院 1-5-9 3999-7321 精・神

藤岡クリニック 1-7-9 3970-3884 内・皮・整・リハ

戸田クリニック 1-7-26 3970-3535 内・循・小

施設名 所在地 電　話 診療科目
中村橋耳鼻
咽喉科クリニック�

1-7-28
高山ビル2階 3926-7298 耳

よしだ内科クリニック 1-12-5 3577-3252 内・リウ・ア

よしなが在宅クリニック 2-27-23
パラドール中村橋101 5848-9501 内・緩内

とみながレディース
クリニック

3-1-9
フラックスビル2階 3577-1132 産婦

ユウ整形外科 3-1-9
フラックス3階 5971-7811 整・リハ

富士見台駅前皮ふ科 3-2-7
丸市ビル2階 5933-9752 皮・美皮・小皮・ア

おなかの富士見台
クリニック

3-3-10
富士屋ビル3階 5971-2421 大肛内・消内・内・

外

たけうちアイクリニック 3-4-7
星野ビル1階 5848-8582 眼

すずき耳鼻咽喉科
3-8-4
プラウドフラット
富士見台1階

3577-9560 耳・ア・小

皮ふ科まきずみ医院 3-11-12
ジョイントビル2階 3825-5286 皮

アロハメンタル
クリニック

3-11-12
ジョイントヒルズ1階 5848-4810 精・心

笠井内科循環器
クリニック 3-11-12��3階 3577-8071 内・循内

富士見台眼科
3-11-14
第10スカイブルー
マンション1階

5987-5311 眼

富士見堂クリニック 3-14-6�並木ビル1階
地下1階 5848-5987 肝内・内・小

歌橋医院 4-25-31 3999-6767 内・小・皮・消内・
放・歯

◆�錦
錦クリニック 1-14-20 5920-1045 内・泌

麦島内科クリニック 1-21-1 3550-2256
内・神内・放・リハ・
循内・皮・呼内・消
内・糖内・腎内

宮本外科内科 2-8-5 3933-5656 外・内・循内

◆�氷川台
きむら整形外科・手
のクリニック

3-10-4
グラシオソ・カーサ1階A 6281-0175 整・リハ

じんの内科医院 3-24-21��1階 5922-6171 内・呼内・循内・老内

氷川台眼科 3-38-8�内観堂2階 5984-1900 眼

クリニカ氷川台
耳鼻咽喉科

3-39-2
グレイス氷川台101� 3557-3375 耳・小・ア

氷川台
内科クリニック

3-39-12
風祭ビル1階 5912-5700 内・呼・循・胃・ア・

リウ・リハ・放・心

氷川台のと小児科
クリニック 3-40-6��1階・3階 5946-9950 小・ア・内

氷川台整形外科 4-1-20�パークサイ
ドヒルマンション1階 5922-3722 整・リウ・リハ

城北公園クリニック 4-7-1 5922-6333
内・外・消内・肛
外・呼内・循内・
小・整

望月クリニック 4-54-8 5999-7131 皮

◆�平和台
仲町メディカルクリニック 1-31-3 5921-2382 内・胃・外

佐川クリニック 2-11-14��1階 6915-7233 内・循内・消内・老
内・緩内

小船内科医院 3-9-1 3931-7161 内・循内

かみじょう整形外科 3-25-17 5945-1055 整・皮・リハ・リウ
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�高松
中島眼科クリニック 1-14-5

ローズガーデン1階 3998-4113 眼

たかまつクリニック 1-14-5
ローズガーデン1階 5987-5860 内・循・消・小・リハ

宮園内科クリニック 1-42-20 3825-1001 内・胃・小

光が丘南佐藤医院 4-12-17 3926-8765 内・循・消・小・外

鈴木耳鼻咽喉科 5-14-20 3997-9430 小・耳・内・気

かわはらメンタル
クリニック

5-18-4�サンフラワー
大門光が丘1階 6913-1523 精・心

高松医院 6-4-23 3997-1171 内・循内・消内・
外・整・リハ・放

◆�北町
耳鼻咽喉科まちの医院 1-28-4 3933-2344 耳・小

こくぶん医院 1-36-18 3933-5550 内・小・神内

もりや皮フ科
形成外科クリニック

2-15-13
ソネット北東京1階 5921-1776 皮・形

金岡
胃腸科外科医院 2-18-10 3933-6520 外・皮・リハ・内・

小・放

つつみ
眼科クリニック

2-22-8
サンテアネックス1階 3933-0995 眼

しろた内科・胃腸科
クリニック

2-22-11
グランサンテ2階 5398-0200 内・消・胃・肛

町田産婦人科 2-23-12 3931-0341 産婦

辰尾整形外科
クリニック

2-25-14
ルミエールビル1階 5922-1555 整・リハ・リウ

下島メディカル
クリニック

2-36-6
ソレム守屋1階 5945-3266 内・呼・小・皮

黒川内科医院 2-41-21
サンプロシード1階 5920-5557 内・循・消・小

練馬あかつか眼科
クリニック 3-16-10��1F 3550-1500 眼

練馬きたまち内科・
糖尿病内科クリニック

3-16-10
ソライエアイル
練馬北町1階

3550-7555 内・糖内

北町整形外科医院 3-18-16
ＯＲビル1階2階 5945-7557 整・リハ・リウ・皮・

泌・内

松永クリニック 3-20-4 3933-7571 循・小・消・皮・泌・
リハ・内

津久井
小児科内科医院 6-27-23��1階 3937-1151 内・小

平和台
整形外科内科

6-37-19
クレセント平和台1階101号 5922-6987 内・整・皮・リハ

鈴木医院 7-20-33 5921-0322 内・循・呼

上原医院 8-12-10 3935-2226 内・小・消内・循
内・呼内・ア

若山整形外科 8-37-8
ベルソーナ北町102 5920-5350 整・リハ・リウ・内

◆�田柄
市原外科内科 1-1-12 3939-3357 内・外・消内・循内・

神内
北島
耳鼻咽喉科医院 1-15-15 3930-4830 耳

仁科整形外科医院 1-17-2 3976-0247 整・リハ

森川眼科医院 2-7-13 3979-4951 眼

内田こどもクリニック 2-19-23 3977-1101 小・内

本橋内科クリニック 2-30-14 3938-3501 内・消・循・小

なんば皮膚科 2-32-28
スタンツァ・ミーア1階 5967-0078 皮・小皮

中山クリニック 2-45-8 3939-0361 外・皮・内・消内・
内鏡内

施設名 所在地 電　話 診療科目
のと小児科クリニック 4-12-6 5945-9855 小・内・ア・循

練馬第一診療所 4-20-16 3933-8957 内・循・呼・神内・
リハ・小・整・放・消

平和台皮フ科
4-21-10�
クリエシェンテ練馬
平和台2階

6909-7041 皮・小皮・美皮

おおた眼科 4-22-18�パークス
クェア平和台1階 3559-0082 眼

へいわだい
メンタルクリニック

4-24-8� ラ・フォ
ンテーヌ・デュ・ボ
ナールⅠ�1階B1

6913-0544 心・精・老精

平和台クリニック 4-26-8� ザ・グラン
ディール平和台Ⅰ-1階 5922-1241 内・外・消内・内鏡

内

◆�早宮
いしだ内科ハート
クリニック

1-1-1� チェレス
テ氷川台1階 6914-7151 内・循内

知久医院 1-22-14 3994-0220 内・外

早宮クリニック 2-2-8 5939-8838 皮・心・精

平和台耳鼻咽喉科 2-17-33�スカイスク
レーパー201・202 5398-3387 耳・小耳

東京メディカルクリニック
平和台駅前院

2-17-47�平和台
ＳＴビル1階 3933-1189 内・循内・小・皮・

美皮・美内

高山皮フ科 2-20-23 5945-4112 皮・内

田村内科小児科医院 2-22-15 3934-7748 内・小

関根ウィメンズ
クリニック 2-24-10 3931-5588 産婦・乳外

◆�春日町
オサムラクリニック 2-7-1 3990-9888 内・外・リハ・麻

春日町くりクリニック 2-14-4 5971-8098 内・消・泌・麻

岡田内科クリニック 3-4-9
春日コーポ2階 5987-3888 内・消・循・小

ひがしで眼科クリニック 3-26-13 3990-8041 眼

しまむらファミリークリ
ニック 3-29-8��2階 5848-6477 内・循内・老内

池内整形外科 3-29-41
AZA・中の宮・A1階 3999-2300 整・リハ・リウ・内

春日町診療所 3-29-41�AZA・
中の宮・A102号 3999-8810 内・ア・リウ・皮

つつじ皮膚科
クリニック

3-31-17
ラフィーネ春日町2階 3970-7760 皮・ア

豊島園大腸肛門科 4-6-141階・2階・3階 3998-3666 内・外・肛・胃・麻

加藤医院 4-18-1 5987-5900 消・内・外

仲村医院 4-19-12 3999-0800 内・消・呼

宮野循環器内科 4-20-20 6768-7182 内・循

ハートクリニック
練馬春日町

5-33-30�メディカル
ガーデン春日町1階 5971-8550 内・循内・消内・呼

内

おおぐちこども
クリニック

5-33-30�メディカル
ガーデン春日町1階1号室 5971-9009 小・ア

春日町眼科 6-2-20��1階 5987-8430 眼

安藤クリニック 6-5-15�メディカル春
日ラ・セリーゼⅠ�2階 3990-8001 内・胃・外・小

さいとうクリニック 6-5-15�メディカル春
日ラ・セリーゼⅠ�3階 3926-5402� 皮・形・美外

大木
耳鼻咽喉科医院

6-10-45
プラスパス春日2階 3970-8733 耳・小

みやしたクリニック 6-16-11��1階 3577-8677 整・リハ・リウ
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練馬区わたしの便利帳

施設名 所在地 電　話 診療科目

優人クリニック
2-52-10� 第 10
藤ビル1階・3階・
4階・5階・6階

5383-6760 内

水野整形外科 3-5-18 3926-4535 整・リハ・放

小林内科クリニック 3-13-20 3926-8802 内・消・小・呼・循

杉田クリニック 4-11-10 3970-6329 内・胃・小・皮・肛・
リハ

間遠医院 4-27-23 3975-1550 外・循内・消内・肛外

田柄医院 4-30-16 3930-3387 ア・耳

林内科胃腸科 5-14-11��2階 3825-3312 内・消・循・呼・放

浜野小児科
内科クリニック 5-14-19 3926-2635 内・小・循

光が丘こどもクリニック 5-16-5�C�CLINIC�
HIKARIGAOKA�1F 3999-7777 小

まえはら整形外科
クリニック

5-16-5�C�CLINIC�
HIKARIGAOKA�2階 5848-5816 整・リハ

練馬光が丘内科
内視鏡クリニック

5-16-5�C�クリニッ
ク�光が丘3階 3577-7149 内・消内・内鏡内・

肛内

いしい脳神経外科・
内科クリニック

5-20-20�ヴィルド
ミール光が丘101 5971-8555 脳外・内・外

光洋クリニック・
光が丘

5-27-6
プリー光が丘2階 3999-7735 内・精・神・心

廣瀬皮膚科 5-27-11 3825-0932 皮・形

光が丘
耳鼻咽喉科医院

5-27-11
ハートビル1階 3998-3341 耳

たがら眼科 5-27-13�ルミネ
ス光が丘ビル1階 5848-1121 眼

光が丘皮フ科 5-28-6 5848-6806 皮・ア

光が丘整形外科 5-28-10 5971-2601 整・リハ・リウ・内

◆�光が丘
金谷クリニック 2-4-11-102 3979-2331 内・小・循・リハ

きくかわクリニック
東館分院
内科・老年内科

2-10-2
光が丘ＩＭＡ東館2階 6915-6415 内・老内

キャップスクリニック
光が丘

2-10-2
光が丘ＩＭＡ東館2階 6904-0330 小

光が丘内田クリニック 3-3-4-101 3976-6411 外・消・整・皮・肛

光が丘眼科クリニック 3-3-4-102 3975-5115 眼

いとう小児科クリニック 3-7-1-101 3979-2011 内・小

後町外科胃腸科
クリニック 3-7-1-102 5997-5500 外・胃・肛

きくかわクリニック
糖尿病内科・老年内科

3-9-2�光が丘IMA
南館1階M1-4 6909-8528 糖内・老内

さくまクリニック 3-9-2�光が丘IMA
南館M1-3 6904-2656 皮・泌

かんだ眼科 5-1-1�光が丘IMA
中央館専門店街3階 5968-3622 眼

沼口整形外科・小児科 5-2-5-102・103 3976-0131 小・整・リハ

桑名医院 5-5-6-101 3976-3230 内・小

飯島医院 7-3-6-102 3976-6087 内・小・ア

内科・小児科柳澤
クリニック 7-6-17-101 3979-8141 内・小・皮

◆�旭町
吉野記念クリニック 1-15-19��2階 3939-4412 内・皮・泌

旭町診療所 1-29-13 3938-3011 内・整・皮・リハ・泌

中村内科クリニック 2-9-13
光が丘パークヴィラ内 3977-3673 内・小

施設名 所在地 電　話 診療科目
内科吉沢医院 3-25-21

ユーゲント兎月1階 6423-0707 内・循

ぬかりや医院 3-30-16 3939-1131 内・産婦

◆�土支田
加藤医院 1-6-6 3922-5861 内・小・神内・精

かえるクリニック 1-31-11
山八マンションＡ棟105a 5967-1195 内

たいら整形外科
クリニック 2-29-19��1階 5947-3699 整・外・リウ・リハ

尾関眼科 2-42-16�
パークさつみ1階 5935-6438 眼

藤成クリニック 3-21-3 3924-9311 内・循・呼

髙鳥医院 4-4-6 3921-8811 内・小

わかばクリニック 4-6-7
HIレジデンス1階A 6761-7123 眼・内・小・循内・

ア

◆�富士見台
うちだ
内科クリニック

2-4-15
大惣ビル1階102号室 3970-2433 内・小・胃・呼

佐藤
神経内科診療所

2-31-23
セピアメゾン1階1 5971-8780 神内・内

富士見台診療所 2-34-4 3998-4322 耳

澁谷眼科 3-14-27 3577-0710 眼

◆�南田中
とうみょう
内科クリニック 1-13-13 5923-6262 内・リウ

サマンサクリニック 3-7-27 6913-1670 皮・美皮

高野台いいづか
耳鼻咽喉科 3-7-28 6913-3366 ア・耳

わだファミリー
クリニック 3-7-29 6915-9156 内・神内・小

薬師堂診療所 3-26-3 3997-2657 内・外・乳外・乳
内・腫内・緩内

◆�高野台
高野台眼科 1-3-7�NFプラザⅡ2階 5393-5325 眼

池田医院 1-3-7�NFプラザⅡ201 5372-6119 内・小

腎クリニック高野台 1-3-7�NFプラザⅡ3階 5910-3121 内

高野台松本クリニック 1-3-7�NFプラザⅡ3階 5372-7773 整・リハ

泌尿器科
荻原クリニック 1-3-7�NFプラザⅡ304 6382-6688 泌

ハートフル
クリニック高野台

1-6-8
Carmel�1階 5923-9833 内・循内・肝内

高野台クリニック 1-7-20�プレステビル2階 5393-8883 内・脳外・リハ・ア

ホームメディカル
クリニック 1-7-20�プレステビル901 5923-6625 内・外・消・肛

練馬高野台クリニック 1-8-15 5372-6151 内・腎内

とし・クリニック 1-10-3
モールサイメイ103号 3996-5676 整・皮・内・リハ・リウ

奥村耳鼻咽喉科医院 1-17-17 3997-9248 耳

田村医院 3-38-10 3996-0434 内・小・眼

高野台
ホームクリニック

5-13-7� チャームス
イート石神井公園1階 5923-0877 内・精

神山医院 5-21-18 3996-0344 内・小・皮・整・リウ

◆�谷原
いそべクリニック 1-12-10�東明ビル1階 5372-6566 内・リウ・小

齋藤医院 2-6-47 3996-1866 内・小・耳・皮・ア
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目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

154

テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   154２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   154 2022/08/18   11:00:242022/08/18   11:00:24



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

施設名 所在地 電　話 診療科目
中村医院 2-11-5��1階 3997-0250 内・外・胃・皮・整

杉山医院 3-1-20 3995-1333 内・小・循内

野口クリニック 5-27-5 5387-1105 内・小・ア

田中医院 6-9-8 3996-5700 内・胃・小

◆�三原台
二葉医院 1-1-17 3922-1466 内・小・消内・放

三原台野口
クリニック

1-14-37
若尾ビル101号 3923-5181 内・リハ

田辺胃腸科 1-28-1�デラックス
コンモート1階・2階 5905-5535 内・消内

◆�石神井町
友松耳鼻咽喉科
気管食道科医院 1-20-13 3996-9558 耳・気・小

豊島医院 1-22-8 3996-0014 内・神内・循内

荻野眼科医院 1-25-10 3996-2021 眼

つちやクリニック 1-25-12��1階 3997-3621 内・小・形・リハ・麻

土屋産婦人科 1-25-12 3997-3406 産婦・麻

浅村こどもクリニック 2-8-21�星ビル2階 5372-6686 小・内

メディケアクリニック
石神井公園

2-8-21
MJYビル2階・3階 6913-2278 内・ア・呼内

渡辺整形外科
内科医院 2-13-15��1階 3997-6237 内・胃・皮・整・リウ・

リハ

原田クリニック 2-14-31
ビオラ5階 6913-3725 内・消内

石神井整形外科
クリニック 2-15-1�NMSビルB1階 3904-1177 整・形・リウ・リハ

森クリニック 2-15-1�NMSビル1階 3904-5312 内・婦

大藤クリニック 2-15-1�NMSビル1階 3904-1010 耳

須澤クリニック 2-15-1�NMSビル1階 3904-5311 皮

ホームクリニック
えにし 2-15-1�NMSビル2階 6913-2080

内・リハ・精・皮・
眼・緩内・神内・循
内・糖内・呼内・
泌・耳

仁木眼科医院 2-17-16��1階 3996-1821 眼

土屋医院 3-5-4 3996-4791 内・外・皮

菅原医院 3-9-16 3996-3016 内・胃内・循内・リウ・
糖内

わかさクリニック
石神井公園

3-19-16�石神井公園
ＭＳＰ②ビル2階Ａ号室 6913-2420 内・外・皮

小山クリニック 3-19-17 3995-7031 内・外・整・乳外・消
内・循内・放・脳外・皮

みわ眼科
3-20-17
K.Mスクエアビ
ル3階4階

6915-9290 眼

石神井公園
クリニック

3-20-17
K.Mスクエアビ
ル8階

3997-7323 内・心・精

はな・のど・睡眠呼吸
クリニック石神井 3-20-24 3997-8711 耳・ア

かくたに内視鏡
消化器内科クリニック

3-21-9
第3島光ビル3階 3997-7149 内鏡内・消内・内

島田レディース
クリニック

3-21-9
第3島光ビル4階 5393-6688 産・婦

森の宮皮フ科
クリニック

3-21-9
第3島光ビル5階 3996-1112 皮・美皮・小皮・

形・ア

石神井公園駅前
皮フ科

3-24-7
岩田ビル2階 6913-3494 皮・小皮・美皮

石神井公園駅前
えんじゅ内科クリニック

3-24-7
岩田ビル3階 3995-7700 内・消内

施設名 所在地 電　話 診療科目
新島小児クリニック 3-27-23�ガイア石

神井公園ビル3階 3997-6000 小・小神・小内分
内

田村外科クリニック 3-29-9 3995-6202 外・整・リハ・内

石神井公園
ひろクリニック

3-30-3
岡本ビル1階 5923-7202 脳内・内・リハ

いしざき内科 3-30-20
コーポ田嶋1階 6913-3925 内

こころのクリニック石神井 4-3-16 3997-3070 精・心

石神井診療所 4-8-10 3997-0330 内・呼・消・循・小

山本皮膚科医院 5-1-9
ハイライフ石神井2階 3995-7212 皮

よしかわこども
クリニック

6-15-8
豊英ビル2階B室 5923-7373 小

やすとも整形外科 6-15-8
豊英ビル2階 5923-7757 整・リハ・リウ

若野眼科医院 6-32-25 3997-1803 眼

渡辺クリニック 8-36-10 3996-9555 内・消・外・小

各務内科医院 8-40-10 3995-6171 内・呼・消・循

◆�石神井台
まつのぶ小児
クリニック 2-28-16 3904-5515 小

あだち医院 2-32-22 3904-6705 内・漢内

石神井台内科
クリニック 2-35-43 3996-9248 内・頭皮・精

石神井台
アイクリニック

4-7-3
石神井台クリニックモール4階 6279-7066 眼

しのだ整形外科
皮膚科

4-7-3
石神井台クリニックモール2階 5991-8711 整・リハ・皮・小皮

さとう内科医院 4-7-3
石神井台クリニックモール1階 5903-9613 内・循内

石神井台皮フ科 5-1-28�ダイアパレスパー
クデュオ上石神井1階 5903-6636 皮

たけ整形外科 5-1-28�パークデュ
オ上石神井104 5927-4311 整・リハ・内・外�・

リウ・皮・放

金田医院 7-2-10 3920-1065 内・消内・小

武蔵関かとう耳鼻咽喉科 7-3-15��1階 6904-8033 耳

練馬クリニック 7-6-7 6904-7305 内・整

じぶクリニック 7-22-3 5903-1221 胃内・内・外・肛
外・小・麻・精

さくらい泌尿器科
クリニック 7-24-3 5903-7570 泌・内

滝澤クリニック 8-18-26�Macハイ
ムアネックス101号 5991-0538 内・外・脳外・耳

◆�上石神井
たけもとレディース
クリニック 1-12-7 6904-7600 婦・産・歯

優人上石神井
クリニック

1-13-13�SKYビル
2・3・4・5・6・7階 5903-3630 内

いくこ皮フ科クリニック 1-14-4�エソール2B 5927-5200 皮・ア

上石神井メンタルク
リニック

1-17-18
メゾン・ド・ティー
グルV�1階

6904-7167 心・精

クルマタニクリニック 1-25-8 3928-0508 皮・内・小・循内

いがらし小児科 1-34-18
ファーストパレス2階 3594-7661 内・小・ア

のじり内科クリニック 1-40-13 5903-5578 内・循内・消内・呼内

上石神井耳鼻咽喉科 2-23-17� ベルハイ
ム21上石神井1階 3920-0782 耳・小

川邊内科 2-26-15 3920-6810 内・呼・消・循・小・
ア・皮

休
診
日・診
療
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目
な
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練馬区わたしの便利帳
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施設名 所在地 電　話 診療科目
市毛整形外科診療所 2-29-1�

吉本ハイツ1階 3929-1159 整・リハ・放

小林眼科医院 2-29-6 3928-6525 眼

シルバーケアクリニック 2-37-5 5903-9091 内

菅家耳鼻咽喉科 3-4-11 3594-8733 耳・小・ア・小耳・
気内・気外

上石神井
サン・クリニック 3-6-34 5910-3888 小・内・皮・外・循�

内・肛外

久保寺眼科醫院 3-28-24��2階 5991-0181 眼

はせがわ内科
クリニック

3-29-3
ピアコスモス1階 3920-7808 内・消

大角医院
4-3-23�
ホワイトフェニッ
クスビル1階

3920-0966
内・小・外・整・皮・
麻・リハ・呼内・消
内・循内・泌

◆�下石神井
安藤眼科クリニック 1-5-19 6913-2180 眼

むらき整形外科
クリニック

4-7-28�グランバ
トー・M�1階 6913-3739 整・リハ・リウ

なごみクリニック 4-7-28��1階 3995-7530 内・消内・ア

土橋皮膚科クリニック 4-15-7 3996-3843 皮

井上内科医院 5-1-2 3995-4114 内・小

野地医院 6-21-7 3996-5796 内・小

◆�東大泉
橋本クリニック 1-19-35

三慶ビル1階 3925-1114 消・循・内・外・皮・
リハ

斎藤整形外科医院 1-26-16 3922-7530 整・リハ

わたなべこども
クリニック

1-26-16
オガワビル1階 5947-3577 小・ア

ウイメンズクリニック
大泉学園

1-27-19�アラウダ大泉
2階3階4階5階 5935-1010 産婦

大泉
皮膚科クリニック

1-27-24-203
KATOビル大泉2階 3923-3661 皮

権藤醫院 1-27-25
シャローム大泉1階 3923-5515 内・泌・糖内・肝内・

消内・胃内・呼内
やまぐち
眼科クリニック

1-28-6
モンセーヌ大泉2階 5387-2555 眼

つかさクリニック 1-28-6
モンセーヌ大泉3階 5947-5800 内・小・消内・外・

皮・リハ
優人大泉学園
クリニック

1-28-7�FONTANA�
KOTOSAKA�2・3階 3867-5510 内

大泉はなわクリニック 1-28-7��6階 5933-3870 皮・リハ

大泉アカデミア
クリニック

1-30-4�三幸第7
ビル3階道路面側 5933-2522 内・外・形・整・皮・

泌・小

大泉
メンタルクリニック

1-30-7
瀧島ビル3階 5905-7750 精・神・心

高橋消化器科内科
クリニック

1-30-10
岡野ビル2階 3922-5101 消・内

山口医院 1-36-15 3922-0065 内・小・循・呼・放・ア

三木眼科 1-37-1
マルキシビル3階 5387-1233 眼

のざき内科クリニック 1-37-1�
マルキシビル4階 3978-7722 内・リウ・漢内

金杉クリニック 1-37-13
和田第2ビル2階 5905-5511 神・精・心

藤澤皮膚科 1-37-14
パレス青木2階 3925-8947 皮

大泉学園
耳鼻咽喉科 1-37-20 5947-2122 耳

松本医院 2-4-20 3921-2550 整・リハ・内

東大泉メディカル
クリニック 2-11-31 3922-3421 内・胃内・外

施設名 所在地 電　話 診療科目
渡辺医院 2-38-15��1階・2階 3922-3245 内・小・呼・循

小藤田胃腸科医院 3-4-7 3922-0541 内・皮・泌・外・胃

江渕クリニック 3-18-16��1階 5947-4976 内・循内

糸数外科胃腸科医院 3-19-3 3978-8685 外・皮・泌・消

学園橋クリニック
3-66-15�グリーン
ハウスみその1階
102号・103号室

3867-1155 泌・外・消内・肛外

三田村医院 4-3-1
第2千代田ビル3階 5933-1655 内・リウ

長谷川クリニック 4-26-4
塩野第2ビル2階 5935-0550 泌・内

丸山整形外科 4-27-40
SFCビル2階 3978-8555 整・リハ・リウ

ひろみ皮膚科
クリニック

4-29-39
スリジェ101号 3925-2606 皮・小皮・ア・美皮

北園耳鼻咽喉科 4-31-1��1階 6904-5335 耳

なかじま内科 4-31-1
北園メディカルモール2階 3922-7722 内・循内・糖内

小野寺内科クリニック 5-28-4 3923-8181 内・循内

花岡由美子女性
サンテクリニック 5-29-8��1階 5947-3307 産婦・内・皮

大井手クリニック 5-34-10 5905-2625 内・小・肝内・消
内・呼内

妹尾眼科医院 5-36-6 3922-5341 眼

やすひさ内科
クリニック

5-40-24�サンダリ
オンビル102号室 3922-8922 内・ア・呼内

いずみの眼科
クリニック

5-40-24�サンダ
リオンビル2階 3921-3000 眼

サノ
皮膚科クリニック

5-40-24�サンダ
リオンビル2階 3978-5354 皮

大泉学園クリニック 5-40-24�サンダ
リオンビル3・4・5階 5947-5681 内・腎内・透内

みかみ耳鼻咽喉科 5-43-1
ゆめりあタワー1階 3924-8741 耳・ア

大泉ゆめりあ眼科
クリニック

5-43-1�
ゆめりあフェンテ4F 6904-5265 眼

木村耳鼻咽喉科医院 6-1-1 3867-1717 耳・小・内

関クリニック 6-29-10 3978-9303 内・循・リハ

川満外科 6-34-46 3922-2912 外・整・胃・内・肛

大泉学園こども・
思春期クリニック

6-47-18�ドクター
ズポート大泉学園 5935-7861 小・思春小

大泉学園整形外科 6-47-18�ドクター
ズポート大泉学園 6904-6420 整

かわさき内科
糖尿病クリニック

6-47-18�ドクター
ズポート大泉学園 3922-1071 内・循内・糖内

こばやし泌尿器科・
皮膚科

6-47-18�ドクター
ズポート大泉学園 6904-5980 泌・皮・ア

エムズクリニック 6-51-1 6789-7866 小・児精

水谷内科呼吸器科
クリニック

6-51-4
TKマンション1階 3867-8141 内・呼・小・ア・放

小林クリニック 7-31-3 3925-1911 内・リハ・胃

山川クリニック 7-38-5 3867-1885 脳外・神内・整・
外・内

◆�西大泉
山東医院 1-2-5 3922-2738 内・外・皮・泌

原医院 1-15-9 3922-3022 内・循・小

ねりま西大泉眼科 3-33-8�大泉ウエ
ストヒルズ�1階 5947-3331 眼

寺嶋整形外科医院 3-33-10��1・2階 3925-5315 整・リハ・内

瀧島医院 4-23-13 3867-3111 内・小・眼・皮・放
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施設名 所在地 電　話 診療科目
林耳鼻咽喉科医院 5-2-5��1階 3925-3387 耳・ア・小・歯・小歯

佐伯医院 5-35-8 3925-1238 内・小・外・皮・リハ

西大泉呼吸器科
内科クリニック 6-20-3��1階 5905-5300 内・外・放・呼内

◆�南大泉
てらもとクリニック 1-15-39

スプリング101号 5905-6006 内・消内・外・麻・
ペ内

竹宮医院 1-35-20 3924-0711 内

うんのクリニック 3-27-12
ハイシティ南大泉1階 3921-6177 内・消・皮・小・ア

保谷駅前クリニック 3-29-14
高橋ビル1階・2階 3978-8241

内・小・整・皮・泌・
呼内・循内・消内・
内鏡内・腎内・透
内・ア

臼杵クリニック 4-47-9
コンフォート南大泉101 3924-0443 内・小・皮

高野眼科医院 4-48-5 3925-5885 眼

上杉耳鼻咽喉科医院 4-48-7��1階 3924-8187 耳・気・小

保谷医院 4-50-15 3924-3258 内・腎内・糖内・循
内・胃内・整・リハ

川村内科クリニック 5-20-27� 5947-5033 内・小

金子保谷内科
クリニック 5-31-14 3921-4159 内・呼内・ア・漢内

竹下医院 5-36-9
B1階・1階 3922-3341 内・外・形

◆�大泉学園町
吉見整形外科 1-1-10��1階・2階 3923-0311 整・外・リハ・リウ

新田クリニック 1-28-5�ハピネス
オミノビル1階 5933-3071 内・脳外・外・皮

後町クリニック 4-1-25 3923-3006 内・胃

千雅医院 4-3-29
藤ハイム202号 5935-6065 内

平井整形外科 4-22-4� パール
ハイツ大塚202 3921-0773 整・リハ

中村耳鼻咽喉科
医院

4-22-4� パール
ハイツ大塚203 3922-9440 耳

中村内科クリニック 4-22-13 3867-1711 内・循・リハ・小

学園眼科 5-6-22 3867-8880 眼

はやみ医院 5-7-21 3922-3956 内・小・皮

藤野医院 6-1-37��1階 3978-9223 内・消・神・皮・リ
ハ・精

学園皮フ科 6-11-40 3925-3715 皮

松崎医院 6-16-25 3925-4321 内・皮・小・ア・リウ

大泉学園ふれあい
クリニック 6-19-38 5933-2078

内・消内・精・心・
疼内・リハ・糖内・
内分内

大泉中央クリニック 6-27-2 3923-5678 消・外・整・皮・肛・
リハ・内・リウ・呼

武田クリニック 7-2-28 3921-9235 胃・内・小・外・整

はな眼科クリニック 7-3-16�アトリエ
コレクション102 3978-6877 眼

福田医院 7-6-3 3924-2108 内・循内・糖内

入倉クリニック 7-10-28 3867-4190 内・脳外

松浦整形外科 7-15-16�ハナブ
サ第一ビル2階 5387-2727 整・リハ・外

若井内科呼吸器科 7-15-16�ハナブサ
第一ビル3階 5933-2011 内・呼・ア

施設名 所在地 電　話 診療科目
学園しょうにか 7-15-16�ハナブサ

第一ビル3階C号室 5933-3312 小

大泉学園桜クリニック 7-24-15 5933-1075 内・外・胃・リハ

岩崎小児科医院 8-7-17 3867-5501 内・小

辻内科循環器科
歯科クリニック 8-24-25 3924-2017

内・呼内・循内・消
内・胃内・脳外・神
内・皮・整・リハ・
放・歯

◆�大泉町
さんくりにっく 1-28-2 3924-0101 内・呼内

メグ・マグノリア
クリニック 1-54-15 5947-6260 内・心

レーヴこどもクリニック 2-12-1 5947-6050 小・感内

渋谷医院 2-60-5 3922-0022 内・小・循内

ねりま西クリニック 3-2-9 5933-3077
内・整・リハ・リウ・
皮・循内・呼内・糖
内・精・小

大泉クリニック 6-29-20 3925-0077 内・眼・消内・肛外

◆�関町北
岡田医院 1-8-9 3920-1232 内・循内

佐藤皮膚科
小児科クリニック 1-22-10-201 3928-2767 小・皮

わかばクリニック 1-26-10
イルフィオーレ1階 5903-3373 内・眼

赤司医院 2-9-16 3920-0578 内

関町眼科医院 2-14-11 3929-3155 眼

増田整形外科医院 2-20-10 3594-6022 整・リウ・リハ

関町耳鼻咽喉科・
アレルギー科 2-24-13��2階 5991-3347 耳・ア・小

関町ゆいクリニック
2-26-11�ブラン
メゾン武蔵関�地
下1階

6766-0808 外・内・糖内・リウ・
小

くどうクローバー
クリニック 2-26-17��1階 5903-5070 内・小・神内

大竹耳鼻咽喉科 2-26-18�斜搭ビル1階 3929-8733 耳・気

加藤クリニック 2-27-11�トウセン
関町ビル5階 3920-3920 内・胃・消・循・呼

くにた眼科医院 2-28-13 5991-3521 眼

木原クリニック 4-4-4�平岩ビル2階 5903-9077 心・精

富田いきいき
クリニック

4-4-17
エトーレ武蔵関�1階 3928-2781 内・外・脳外

森岡整形外科 4-10-1 3928-0436 整・リハ

白戸医院 4-14-19 5991-1300 内・循

関町内科クリニック 5-6-1
トパ―ズハイム101 5903-3881 内・循・小

関町
こどもクリニック

5-15-26
望月ビル2階 5991-0888 小・呼・ア

◆�関町南
青葉クリニック 1-1-24��1階 3920-1111 内・精・神・神内・心

耳鼻咽喉科木戸
クリニック

1-9-50�上石神井第
5ロイヤルハイツ1階 3594-3387 耳

大川整形外科 1-9-50�上石神井第
5ロイヤルハイツ1階 3929-2212 整・リハ・リウ

希内科クリニック 1-9-50�上石神井第
5ロイヤルハイツ2階 3928-0055 内・消・ア

いしかわ眼科 1-9-50�上石神井第
5ロイヤルハイツ2階 5927-5522 眼
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練馬区わたしの便利帳

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�羽沢
新桜台デンタルオ
フィス練馬 2-2-1��1階 6914-5353 歯・口外・小歯・矯

山本歯科医院 2-7-10 3948-2507 歯

◆�豊玉上
中村歯科医院 1-10-6

シャトウ中村1階 3993-8823 歯・小歯・矯・口外

けやき歯科
桜台診療所

2-9-10
けやきハイム2階 3994-3718 歯

アイノア歯科
クリニック

2-21-13
第3桜台ファミリー
マンション102号室

6914-5118 歯・小歯・矯・口外

矢野歯科医院 2-22-13 3991-1088 歯・小歯・矯

◆�豊玉中
山室歯科医院 2-5-15 5912-7734 歯・小歯・矯

小松歯科医院 2-13-19 3992-7855 歯・小歯・矯・口外

松永歯科医院 2-19-13
豊玉ビル101 3993-6853 歯・小歯

かえで歯科クリニック 3-12-11��2階B 6914-6840 歯・小歯・口外・矯

◆�豊玉南
徳殿公園歯科クリニック 1-14-3 5912-6487 歯・小歯・口外

阪本
デンタルクリニック

2-5-1
アーバンクレスト1階 3991-5523 歯・口外

ふじ子歯科クリニック 3-29-14 5984-2333 歯・小歯

◆�豊玉北
上野歯科 1-2-17

テラスウィステリア1階 6915-8618 歯・小歯・矯・口外

浜崎歯科クリニック 1-6-13
カエサル江古田1階 5999-0118 歯・口外・小歯

旭丘歯科医院 1-6-14
ジェミニB館�2階 5999-1001 歯・小歯・矯

斉藤ビル
歯科診療所 2-20-11 3948-2700 歯・小歯

豊田歯科医院 3-26-2 3994-0078 小歯

宮原歯科医院 4-25-4 3994-2113 歯

トヨタマデンティスト 4-32-5 3948-0122 歯・小歯・矯

練馬デンタルオフィス 5-3-10
一信堂ビル1階 3991-4618 歯・矯・小歯・口外

赤津歯科クリニック 5-11-12 3994-1131 歯

中田歯科医院 5-12-11 3992-0418 歯

川渕歯科クリニック 5-14-13�グローベルザ・
スイート練馬プレミア1階 3993-4510 歯・小歯・矯・口外

荒川歯科医院 5-15-1
アルファビル2階 3991-4105 歯

西川歯科医院 5-22-6
菊池ビル2階 3992-2139 歯

洋歯科クリニック 5-25-23 6767-5111 歯・小歯・矯・口外

上野歯科医院 5-32-9
フォレスト・ヒラキ 3948-6480 歯

村上
デンタルクリニック

6-2-1�ディアマークスキャ
ピタルタワー301号室 3991-6773 歯・小歯・口外

吉田デンタルオフィス 6-3-7�USビル2階 3992-8888 歯・矯・口外

かわな歯科医院 6-4-5�新谷ビル2階 3948-8251 歯

Kaiデンタルクリニック 6-13-2�カントー
第2ビル�1階 5912-5588 歯・小歯・口外・矯

泊歯科医院 6-14-3
エムエフビル2階 3557-1818 歯・小歯・口外

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�旭丘
せき歯科医院 1-43-9

カサリア43��1階 5996-6400 歯

うちうみ歯科クリニック 1-54-9 6908-3285 歯・小歯・矯・口外

大橋歯科クリニック 1-65-17
小坂ビル2階 3565-1182 歯・小歯

江古田たかはし歯科
クリニック

1-65-19�NSセン
トラルハイムⅡ�1階 5988-7800 歯・小歯・矯・口外

伊藤歯科医院 2-44-1
旭丘スクエア1階 3958-1182 歯

江古田
デンタルオフィス

2-45-2�
山喜ビル3階 5948-3735 歯・小歯・矯・口外

エンジェル-
スマイル歯科

2-45-7�ユニステー
ションズBld3階 5995-8800 矯・小歯

◆�小竹町
ほさか歯科クリニック 1-2-3 3955-8143 歯・小歯・口外

篠歯科医院 1-19-7 3955-9418 歯

村松歯科医院 1-28-5 3972-3954 歯・小歯・矯

わかば歯科医院 1-36-1 5995-2525 歯・小歯・口外

沼口歯科医院 1-36-5 5995-0804 歯

手塚歯科医院 1-43-17 3974-2320 歯

菊池歯科医院 1-57-1 3974-6587 歯・小歯・矯

リスタ歯科クリニック
小竹向原駅前

2-35-1�フォース
アベニュー1階 5964-5201 歯・小歯・矯・口外

◆�栄町
島津歯科医院 1-6�タナカビル1階 3557-1261 歯・小歯

江古田エナブル歯科 4-4�マルハチビル1階 6914-5151 歯・矯・小歯・口外

櫻井歯科医院 9-8 3991-0678 歯

森永歯科医院 25-2 3993-5052 歯

江古田ホワイト歯科 27-6
エステートピア1階 6914-6433 歯・小歯・口外・矯

おざわクリニック 29-1��2階 3992-8686 歯・小歯・口外・
矯・耳・頭頚外

田中デンタルクリニック 30-3�Nビル2階 5984-3327 歯・小歯・口外

むさしの
矯正歯科医院

32-10�グラシア
江古田101号室 3993-8817 歯・矯・小歯・口外

浜田歯科 33-6 3993-5454 歯・小歯

新桜仁愛歯科クリニック 46-9��1階 6914-8864 歯・口外・小歯・矯

歯科

施設名 所在地 電　話 診療科目
市毛診療所 2-1-14 5991-2585 整

小野診療所 4-5-45 3928-7375 内・小・皮・循

◆�関町東
ゆき医院 1-1-14 3929-0250 内・小・皮

築根クリニック 1-22-11 3928-7868 内・呼・消・放

◆�立野町
野崎クリニック 14-15 3920-4066 内・外・皮

みみ・はな・のど吉祥寺
なかむらクリニック

14-21�ライオンズマ
ンション吉祥寺北1階 5903-7050 耳・ア

立野町蘭松医院 25-5 5991-6258 内・小・皮・リハ・
ア・糖内
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

施設名 所在地 電　話 診療科目
永広歯科 6-14-11�KSビル1階 3992-9888 歯・小歯・矯・口外

いいじま歯科医院 6-16-14 3994-3882 歯・小歯

上原歯科医院 6-16-17 3557-1180 歯・矯・小歯

◆�中村
松田歯科医院 1-7-8 3999-3991 歯・小歯

加藤歯科クリニック 2-9-16
スターヒルズ1階 3577-8241 歯・小歯・口外

横川歯科医院 3-10-12 3825-1141 歯・小歯

ソフィア歯科医院 3-17-4
松村ビル1階 3999-0321 歯・小歯・口外

◆�中村南
帆足歯科医院 3-16-6

アネックス上鷺1階 3998-9100 歯・小歯・矯・口外

◆�中村北
すずしろ歯科 1-10-12

サン・イ―ストビル 5933-9992 歯・小歯・口外・矯

井村歯科 1-13-18�練馬ス
カイホーム101 3998-8400 歯

岸
デンタルクリニック

2-8-17
ライフ中村北1階 3577-6565 歯・小歯・口外

はじめ歯科医院
中村橋

2-18-8
新潟管財4号館1階 3577-8700 歯・口外

ジョージ歯科クリニック 2-24-15 3998-8041 歯・小歯

練馬中村橋
歯科クリニック

3-20-7
志賀ビル1階 5848-4108 歯・矯・小歯・口外

矯正歯科なかむらばし
デンタルクリニック 3-22-14��1階 3577-6696 矯

エブリー
デンタルクリニック 3-23-3 3926-1555 歯・小歯・矯・口外

あすなろ
デンタルクリニック

3-23-6
青木ビル4階 3999-8039 歯・小歯・矯

金川歯科医院 4-20-16 3999-2230 歯

◆�桜台
西條歯科医院 1-4-15�エルミター

ジュ桜台2階 3992-4141 歯・小歯・口外

練馬桜台駅前Y's歯科 1-6-2
FARE桜台1階 4560-9195 歯・口外・小歯・矯

やまもと歯科医院 1-7-5�田中ビル1階 3948-7856 歯・小歯・矯・口外

新桜第2仁愛歯科
クリニック

1-28-8�2階クリ
ニック4部分 6914-8239 歯・口外・小歯・矯

中島歯科医院 2-1-2�順建ビル 5999-3278 歯・小歯

もりかわ歯科医院 2-3-4 5999-8587 歯・小歯・矯

森田歯科医院 2-23-2 3991-7694 歯

太郎歯科桜台診療所 2-40-6 3991-4182 歯・小歯・口外・矯

氷川台
歯科クリニック

3-12-1
リウズヒル氷川台�1階 6914-6311 歯・小歯・矯・口外

廣内歯科桜台クリニック 3-15-7��2階 3992-3777 歯・小歯

山内歯科医院 3-38-17 3994-6511 歯

名古谷歯科医院 4-1-3
第2田中ビル1階 3994-3900 歯

いき歯科医院 4-4-5 3992-5316 歯・小歯・矯

坂本歯科医院 4-9-7 3993-8148 歯・小歯・口外・矯

日だまり歯科
クリニック

4-12-20
永田ビル1階 3994-4182 歯・小歯・口外・矯

滝川歯科医院 4-20-6 3991-9597 歯

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目
桜台歯科 5-22-4 3991-4658 歯

赤松歯科クリニック 6-2-7 3992-8552 歯・小歯

◆�練馬
練馬歯科医院 1-1-9�STビル3階 3992-0242 歯

金沢歯科医院 1-2-9� 精美堂書
店ビル1階 3948-6766 歯・小歯

練馬加藤矯正歯科 1-5-4�MIビル2F 6915-8895 矯

練馬駅前歯科矯正
歯科

1-6-5
セントラル練馬2階 6914-5906 歯・小歯・矯・口外

練馬さくら歯科 1-18-12 3992-6480 歯・小歯・矯・口外

ジュン
歯科クリニック 1-19-7 6794-6480 歯・小歯・口外

しんむら歯科医院
1-28-5�ライオン
ズマンション練馬
第2-101号室

6915-8444 歯・口外・矯・小歯

とうき歯科医院 2-21-3 5999-1180 歯・小歯

BREATH�DENTAL�
CLINIC

3-18-3�トリアン
グル練馬1F 5946-9919 歯・矯・口外・小歯

練馬三丁目とおやま歯科 3-19-9 6914-5757 歯・小歯・矯・口外

うしやま歯科 3-19-17
ニューハイツ練馬 5912-6480 歯・小歯・矯・口外

中村デンタル
クリニック

4-15-2
センチュリー豊島園3��1階 6767-2825 歯・小歯・口外・矯

コ―ナス歯科
クリニック

4-24-15
コ―ナス豊島園1階 5999-5588 歯・小歯・口外・矯

◆�向山
下田歯科医院 3-10-17 3990-4182 歯

ほんだ歯科クリニック 3-21-28��1階 5933-9582 歯・小歯・口外

堀内歯科医院 4-22-8 3990-2525 歯

◆�貫井
なごみ歯科 1-1-4

トレスリーオス4階 3926-5559 歯・小歯・口外

かず歯科クリニック 1-4-12
フレイム中村橋1-B 3998-4618 歯・小歯・口外・矯

小泉歯科医院 1-18-3
東山ビル1階 3990-0908 歯・小歯・矯

小金井歯科医院 1-46-3 3577-4698 歯・小歯・矯

富士見台　
岡本歯科医院

1-48-4�
すだま1号 3999-7000 歯・口外・小歯・矯

おしお歯科 2-2-10
昌栄第2ビル104 3999-7599 歯

エル・デンタルクリニック 2-3-6�山下ビル 3999-4618 歯・小歯・矯

杉の木歯科 2-8-21 3990-1332 歯

ふじみ台
歯科クリニック 3-2-5��2階 3577-8022 歯・小歯・矯・口外

栗田歯科医院 3-6-5�栗田ビル 3998-6241 歯・矯

角田歯科医院 3-8-17
内田ビル2階 3998-7298 歯

富士見台駅前歯科・
矯正歯科

3-10-8�
山善大野ビル3F 5848-6480 歯・小歯・矯・口外

カモ歯科クリニック 3-11-13
オオクボビル1階 3999-6330 歯

宮越歯科医院 3-13-3 3998-3854 歯

瀬戸歯科医院 3-19-7
瀬戸ハウス1階 3999-1238 歯・口外・矯・小歯

さくらい歯科医院 3-46-20 3825-6480 歯・小歯
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練馬区わたしの便利帳
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施設名 所在地 電　話 診療科目
くすみあきお
歯科医院

3-34-16�コンチネ
ンタルハイム101 3999-8211 歯

成田歯科医院 3-35-12
ＴＭビル2階 3999-8031 歯

増田歯科医院 4-30-24 3998-8148 歯

さいさか歯科 5-2-17 3990-4184 歯・小歯

メディカルガーデン
歯科

5-33-30�メディカルガー
デン春日町2階3号室 6804-4618 歯・小歯・矯・口外

ちえ歯科クリニック 6-2-2
アーバンヒルズ101 5971-6480 歯・小歯・矯・口外

齋藤歯科医院 6-2-16 3999-6848 歯・小歯・口外・矯

練馬春日町
デンタルクリニック

6-5-15�メディカル春
日ラ・セリーゼⅠ1階 3970-6487 歯・小歯・口外・矯

西本歯科医院 6-13-5 3926-2841 歯・小歯

佐藤歯科医院 6-16-11
フォーチュン光が丘2階 3998-6414 歯

関東
デンタルクリニック

6-16-21
MakeHill�172��2階 3990-6487 歯・小歯

◆�高松
結城歯科医院 2-3-15 3970-4123 歯

おおしま歯科医院 3-13-9 3998-8118 歯・小歯・矯

各務歯科医院 4-6-11
管野ビル2階 3577-2641 歯・小歯・矯

ジェイシティ
歯科吉積

5-8-16
J.CITY�タワー1階 5372-4444 歯・小歯・口外

光が丘デンタル
クリニック船坂 5-13-1 5393-0711 歯・小歯・矯・口外

織井歯科医院 6-25-2��1階 3997-2655 歯・小歯・矯・口外

◆�北町
山本歯科医院 1-5-17 3937-1322 歯

中田歯科医院 1-28-11 3933-2745 歯・小歯

芳賀歯科医院 1-29-7
イーストヒルズ1階 3933-8959 歯

おおたき歯科
クリニック

1-32-9�N-STAGE
練馬北町1階 5922-6480 歯・小歯・口外・矯

ひろ歯科医院 1-38-1
有山ビル1階 5398-7688 歯・小歯・矯・口外

北町
デンタルクリニック

1-45-2
飯田ハイツ1階 3559-0418 歯・小歯・矯・口外

タップルこども
歯科・矯正歯科

2-13-11�北町大
木マンション6号 3935-0388 歯・小歯・矯

大木歯科医院 2-29-14 3933-3726 歯・小歯

トウブ歯科医院 2-31-17
メゾンコートウエスト101 3931-3231 歯

ビーンズ歯科
ハイジ

2-37-2
八雲マンション1階 3550-8888 歯・小歯・矯・口外

きたまち歯科医院 2-37-4
小口ビル1階 3931-5200 歯

山田歯科医院 2-41-3
シャトー北町1階 3559-2362 歯・小歯

小池歯科医院 2-41-14 3931-8244 歯・小歯・口外

白樺歯科医院 6-32-29� パラシオ
ン平和台100号室 6909-7821 歯・小歯・矯・口外

野島歯科医院 7-7-4�丸広ビル1階 3559-1828 歯

◆�田柄
平和台ファミリー歯科 1-1-1

リバティーベル��1階 5967-1812 歯・小歯・矯・口外

大山歯科医院 1-20-22 5383-8211 歯・小歯・矯

施設名 所在地 電　話 診療科目

かすが歯科 5-3-11
第5カネサカ1階 3998-4711 歯・口外・矯・小歯

橋本歯科医院 5-17-22 3999-6710 歯・小歯・口外

◆�氷川台
浅見歯科医院 2-12-3 3559-9777 歯・小歯

氷川台
デンタルクリニック

3-28-13
ヴィラワコーⅡ1階 5920-6480 歯・小歯

翔歯科医院 3-32-13��103 6281-0611 歯・口外・小歯

河野歯科医院 3-36-9
氷川台サンハイツ106 3931-5228 歯

伊藤歯科医院 4-38-9 3933-8686 歯・小歯・口外

ふじもり歯科 4-49-4�藤和氷川台
コープ1階 3933-6810 歯・小歯・矯

◆�平和台
市川歯科医院 1-31-16 3932-3719 歯・小歯

うるしばら歯科
クリニック 2-13-3 6915-7822 歯・小歯・矯・口外

平和台歯科医院 4-20-17 3931-5948 歯

しろつめ
デンタルクリニック 4-21-11 6906-4146 歯・小歯・口外

あけみ小児歯科
クリニック 4-23-5 3550-2122 小歯・矯・歯

平和台駅前
みやた歯科

4-24-8�ラ・フォンテー
ヌ・デュ・ボナール1階 6906-5155 歯・小歯・口外・矯

◆�早宮
氷川台たんぽぽ
歯科クリニック

1-1-11�
Noir�et�Blanc�1階 6914-8211 歯・口外・小歯・矯

鈴木歯科 1-1-16
金津賀第5ビル2階 3948-1979 歯・小歯・矯

山本ぶん歯科 1-13-11
サンヒルズ早宮1階 3557-2488 歯・小歯

梅田歯科クリニック 1-34-6 5999-4182 歯・小歯・口外・矯

早宮デンタルクリニック 2-14-4��1階 3559-5595 歯

治田歯科医院 2-16-31
クローブ平和台203 3933-1513 歯

杉江歯科医院 2-17-37� サニー
ヒルズ平和台203 3931-5400 歯

松本
デンタルオフィス

2-17-43
ル・ボナール平和台2階 5920-4618 歯・口外・矯

竹治歯科医院 3-2-3 3994-6207 歯・小歯

ふくみつ歯科医院 3-9-21 3991-6308 歯・小歯・矯

本多歯科医院 3-58-13 3993-9192 歯

早乙女
デンタルクリニック 4-27-20 6914-6776 歯・口外・小歯・矯

西歯科医院 4-39-14
芹沢ビル2階 5999-9870 歯・矯・小歯

◆�春日町
光デンタル
クリニック

1-3-22� ユーフォ
ニックプレイス2階 3577-8846 歯・小歯・口外

アーク
歯科クリニック

2-14-4
ソレイユ平和台1階 3970-8241 歯・小歯・矯

マイスター春日
歯科クリニック

3-29-8�Longevity
Bldg3階 6768-6480 歯・小歯・口外・矯

あきやま歯科 3-29-22 5241-6755 歯・小歯

笹川歯科 3-31-9 3999-7887 歯・小歯

サヤ歯科医院 3-31-11 5934-0648 歯・小歯・口外

栗田歯科医院 3-31-17 3825-4182 歯・小歯・矯・口外
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

施設名 所在地 電　話 診療科目
田柄歯科医院 1-27-11 3938-2386 歯・小歯

小杉歯科医院 2-6-21 3930-8888 歯

高田歯科田柄診療所 2-31-2��1階 3930-3976 歯

木村歯科医院 2-31-6 5997-4644 歯・小歯・矯・口外

アルテ歯科医院 2-37-5 6909-8118 歯・小歯・口外

エトアール歯科
クリニック

2-49-8
エトアール赤塚 5967-4182 歯・小歯・矯・口外

相田歯科医院 2-51-7 3939-0631 歯

小田歯科医院 2-53-1�蔦ビルマイ
ソーレハーヤ203 3977-1181 歯・小歯・矯

藤山歯科クリニック 2-53-13�コンファタブル
レジデンスアカツカ�102号 3939-3030 歯・小歯・矯・口外

水野歯科医院 3-6-20
グリーンハイム田柄101 5241-6487 歯

山岸歯科医院 3-30-13 3825-8241 歯・小歯

塚越歯科医院 4-6-21 3990-6944 歯・小歯

しのぶ歯科クリニック 5-5-21 3825-0414 歯・小歯

夏の雲歯科 5-14-12 3825-3468 歯・小歯・矯・口外

光が丘エトワール歯科 5-16-5�C ク リ
ニック光が丘4階 5933-9950 歯・小歯・矯・口外

さくま歯科医院 5-20-19��1階 5241-6480 歯・小歯・矯・口外

ウィスタリア
歯科クリニック

5-23-16�ヴィラ・
ウィスタリア101 3970-7300 歯・小歯・口外・矯

やもと歯科医院 5-27-11
ハートビル2階 3999-8818 歯・小歯

光が丘クローバー歯科 5-27-13 5933-9300 歯・小歯・口外・矯

まなぶ歯科医院 5-28-7 3998-2600 歯・小歯

◆�光が丘
山田歯科医院 2-4-11-101 3930-8211 歯・小歯

髙梨歯科クリニック 3-7-1��1階 5998-8211 歯・小歯・矯

光が丘歯科 3-9-2
IMA南館2階 5967-2138 歯・矯・小歯・口外

光が丘こども歯科・
矯正歯科

5-1-1
IMA中央館2階 6915-6600 歯・小歯・矯・口外

高田歯科光が丘診療所 5-2-5��101号 3976-8241 歯・小歯

鶴見歯科 5-5-6-102 3976-7788 歯・小歯・矯

和田歯科医院 7-3-6-101 3975-8148 歯・矯

きよかわ歯科クリニック 7-6-20 6915-6769 歯・小歯・口外・矯

◆�旭町
こぶしデンタル
クリニック

1-15-19� ラ・フォン
テーヌイン光が丘1階 6904-3505 歯・小歯・矯・口外

おかだ歯科医院
光が丘

1-15-29�光が丘ワタ
ナベ不動産ビル2階 5998-5517 歯・小歯・矯

松山歯科医院 1-38-12 3976-3355 歯・口外・矯・小歯

旭歯科医院 3-7-12 3930-2090 歯・矯

高山歯科医院
旭町診療所 3-9-13��1階 5998-5110 歯・小歯・口外・矯

ナカムラ歯科 3-11-1 3979-1182 歯・小歯・矯

◆�土支田
なかば歯科医院 1-6-11 3921-8826 歯・小歯

土支田ファミリー歯科 2-18-12
ラ・ソワ・ミヤマ 3867-1182 歯・小歯・矯・口外

つきおか歯科医院 2-29-16 5387-1758 歯・小歯・口外・矯

休
診
日・診
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科
目
な
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は
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施設名 所在地 電　話 診療科目
土支田歯科医院 2-33-3 3925-3720 歯

清水歯科医院 3-7-17 3923-7662 歯

おおはら歯科
クリニック

3-20-8
ルセルベ101号 6362-3717 歯・小歯・矯・口外

斉藤歯科医院 3-24-17 3924-0519 歯

◆�富士見台
むさし歯科医院 1-5-14 3999-6016 歯

スマイル
デンタルクリニック

2-18-7
ハイツトータス1階 5848-5676 歯・小歯

関歯科医院 2-21-13
メゾン2番館101 5241-1949 歯

いくた歯科医院 2-33-6�高橋ビル1階 3999-5888 歯

かねとう歯科 3-6-8 5848-8684 歯・小歯・口外・矯

ルナデンタルクリニック 4-13-5 5933-9926 歯・矯・小歯・口外

はすいけ歯科医院 4-44-2��2階 3990-1188 歯・小歯・口外

◆�南田中
たけした歯科 3-1-12 3904-4180 歯・小歯・矯・口外

南田中歯科医院 5-2-1
田中ビル2階 5393-0708 歯・小歯・矯

◆�高野台
柳下歯科医院 1-3-7

NFプラザⅡ�3階 3996-8082 歯・小歯・矯

なかや矯正歯科 1-6-7
プラット高野台2階 5372-1888 矯

たかのだい歯科 1-6-9
エルメゾン高野台1階 3904-7235 歯・小歯・口外

大内歯科クリニック 1-7-20
プレステビル2階 5372-1180 歯

山本歯科クリニック 1-7-27 5372-4339 歯・小歯・矯

なか歯科クリニック 1-8-18
TMビル1階 6913-3805 歯・小歯・口外・矯

田中歯科クリニック 1-10-3
モールサイメイ1階 5372-0799 歯

たく歯科クリニック 2-8-5
ＴＥＣ高野台2階 3997-8461 歯・小歯・矯・口外

きむら歯科医院 2-11-19
エスポワール高野台1階 3997-8020 歯・小歯・口外・矯

かぶらぎ歯科 3-7-8 5372-1182 歯・小歯・矯

かとう歯科 4-1-8 3995-5971 歯・小歯・矯・口外

ゆうか
デンタルクリニック 5-19-11 0120-954-001 歯・小歯・矯・口外

◆�谷原
浅田歯科医院 2-10-17 3996-8522 歯

よしむら歯科 3-7-6�第2田上マ
ンション103号 3904-8241 歯

三原台歯科
クリニック

5-23-5
ソレアード101号 5387-7921 歯・小歯・矯

中村歯科医院 6-6-27 3996-3109 歯・小歯

◆�三原台
さむた歯科クリニック 1-11-26 3922-1125 歯・小歯・口外

和田歯科クリニック 1-28-2
ファミール庚申102号 3921-7741 歯・小歯・口外
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練馬区わたしの便利帳

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�石神井台
上田歯科医院 2-1-11 3997-9988 歯・矯

ないとう歯科医院 3-4-5 3997-8788 歯・小歯・口外・矯

大川内歯科医院 3-24-20 3997-2535 歯

石神井台歯科クリニック 3-27-3 6913-1582 歯

大森歯科医院 3-32-5 3995-2021 歯

しんみ歯科
石神井台

4-7-3�石神井台クリ
ニックモール�1・2階 6279-7410 歯・小歯・矯・口外

歯科ブロッサムクリニック 4-11-15 5927-0877 歯・小歯・矯・口外

田添歯科 5-2-2 3928-9972 歯

梅津歯科医院 6-18-4
富士サンハイツ101号 5387-6018 歯・小歯・矯

みたに歯科医院 7-6-10 3594-4118 歯・小歯・矯・口外

みやもと歯科医院 7-22-3 3594-4618 歯・小歯・矯・口外

じんお歯科 8-16-9 3929-8233 歯・小歯・口外・矯

富村歯科医院 8-22-1�ヴァルトハ
イム石神井台106 3922-1023 歯

◆�上石神井
むらかみ歯科 1-5-13

岩谷ビル2階 5991-6678 歯・小歯

エルモ歯科 1-10-6
コムトエルフ1階 6904-8028 歯・小歯・口外

山崎歯科医院 1-13-4 3920-2821 歯

優歯科クリニック
上石神井

1-17-17
ディ・パンテレリア1階 5927-6555 歯・小歯・口外・矯

ハニーデンタルクリニック 1-18-12 6904-8237 歯・小歯・口外・矯

上石神井たぐち歯科 1-23-6�
プロスパラス野田101号室 6904-8239 歯・口外・矯・小歯

タロウ歯科 2-23-17
アイランズステイション1階 5991-8002 歯・小歯

れいデンタルクリニック 2-25-2 3920-1199 歯・小歯・矯・口外

上石神井北口歯科 2-25-5
栄ビル2階 3594-3811 歯

上石神井くろだ
デンタルクリニック

2-26-7
T-Kビル2階 6279-7789 歯・小歯・矯・口外

上石神井歯科
クリニック

2-30-21
第2和光ビル1階 3594-1281 歯・小歯・矯

角田歯科 3-3-13 5991-5855 歯・小歯

さきやま歯科
クリニック

4-3-26
ファミール大路1階 6904-8241 歯・小歯・矯・口外

つばさ
デンタルオフィス

4-4-1
上石神井第2ロ
イヤルハイム1階

5927-5261 歯・小歯・口外・矯

大塚歯科 4-7-27
ホワイトプラザ1階 5903-8467 歯・口外・小歯・矯

渡辺歯科 4-8-3
スカイハイツ1階 3928-2301 歯・小歯・矯・口外

こぐち歯科 4-27-5 5991-3918 歯・小歯・矯・口外

◆�下石神井
杉田歯科医院 1-7-9 3995-0733 歯・小歯

下石神井歯科 1-18-16
片山ビル1階 3996-8850 歯・小歯

おおの歯科医院 4-5-20
クロスポイント千川106 3996-1118 歯・小歯・矯

下石神井歩道橋前
歯科クリニック 4-16-10 3996-6480 歯・小歯・口外

こうむら歯科医院 6-43-12 5372-2813 歯・小歯・口外

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�石神井町
いしかわ歯科
石神井公園クリニック 1-18-4 3995-4618 歯・小歯・矯・口外

練馬大塚歯科医院 1-19-5 6913-4182 歯

志賀歯科医院 2-12-4 3995-2588 歯

石神井公園の
歯科と矯正歯科

2-13-13
ハーベストバハラ3階 5923-9959 歯・小歯・口外・矯

やまもと歯科 2-13-17��2階 3904-8801 歯・小歯

竹谷歯科医院 2-14-1� 石神井公
園ピアレスA棟2階 3995-8088 歯・小歯・矯

L歯科クリニック 2-14-31�ビオラ2階 6913-4078 歯・小歯・矯・口外

おがた歯科クリニック 2-15-1
NMSビル2階 5910-8777 歯・小歯・口外・矯

たけのうち歯科
クリニック

2-15-8
グリーンフォレストⅡ2階 6913-4618 歯・口外・小歯・矯

田添歯科医院 2-17-10 3997-6155 歯・小歯・口外

石塚歯科医院 2-31-29 3996-2882 歯・小歯

Shimizu�
Dental�Clinic

3-17-15�
KYビル1階 6913-3517 歯・口外・矯・小歯

石神井公園歯科クリ
ニックplus

3-19-16�石神井
公園ＭＳＰ②ビル
1階Ｄ号室

5923-9237 歯・口外・小歯・矯

石神井公園駅前
四季デンタルオフィス 3-20-25 6684-4551 歯・口外・矯・小歯

よしだ歯科クリニック 3-21-12
加藤ビル2階・3階 3904-1182 歯・小歯・口外・矯

岩田歯科医院 3-24-7 3996-0269 歯

川上歯科医院 3-24-11
篠原ビル3階 3904-6482 歯・小歯

石神井公園
歯科クリニック

3-25-3
本橋ビル2階201号室 5923-9440 歯・小歯・矯・口外

ひぐち矯正歯科医院 3-25-21�ライオンズプ
ラザ石神井公園�211号 5393-8880� 矯

アップル歯科クリニック 3-27-4 5923-9056 歯・矯・小歯・口外

安藤歯科医院 3-30-21
サンパークコーポ1階 5910-8000 歯・口外

なかがわ歯科医院
ホワイトエッセンス

4-4-3
Y・Sビル101 3996-6077 歯・小歯・矯

石神井ほんだ歯科医院 4-6-15 3997-6651 歯・小歯

坂本歯科医院 4-12-10 3995-6480 歯・小歯・矯

高木歯科 5-1-9
ハイライフ石神井203 3996-4499 歯・小歯

磯野歯科�石神井公園 5-3-12� 石神井公
園ハイツ1階店舗Ａ 6913-1348 歯・小歯・口外・矯

松本歯科クリニック 6-2-12 3995-8861 矯・歯・小歯

須賀歯科医院 6-6-17 3996-0592 歯

すぎもと歯科
クリニック

6-15-8
豊田ビル2階 3904-3696 歯・小歯・口外・矯

児玉歯科医院 6-26-18�ダイアパレス
石神井公園第2��103 3904-5721 歯・小歯

平田歯科医院 7-1-5
宗像ビル2階 3996-3981 歯・小歯

いけだ歯科
クリニック

7-2-1
ピースフルハイム2��1階 3996-2200 歯・口外・小歯

なおとデンタル
オフィス 7-3-17 3995-9598 歯・小歯

スヴァラ歯科 7-7-15 3997-6875 歯

澤田歯科 8-53-11 3904-6038 歯
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

施設名 所在地 電　話 診療科目
◆�東大泉
米田歯科クリニック 1-15-9 3867-0401 歯

田中歯科クリニック 1-19-35
三慶ビル202 3923-5248 歯・小歯・矯・口外

山中歯科 1-27-21��2階 3921-6480 歯・小歯・矯・口外

えのもと
歯科クリニック

1-27-22
光和ビル102 5935-8145 歯・小歯・口外・矯

大泉学園の歯科・矯
正歯科

1-28-1�
グランエミオ大
泉学園3階

5935-8603 歯・小歯・矯・口外

東大泉歯科医院 1-30-4
三幸産業ビル4階 3923-6500 歯

かわべ歯科医院 1-30-13
井上ビル2階 3867-6769 歯・小歯

よしかわ矯正歯科
大泉クリニック

1-33-6
大泉セントラルビル
2階203号

3924-9191 矯

にじいろマイクロスコー
プセラミック歯科医院

1-33-14
エンゼルビル1階 3922-2416 歯・小歯・矯・口外

しげみ歯科医院 1-36-3
ベルグ大泉4階 3923-0418 歯・小歯・矯

石橋デンタル
クリニック大泉

1-37-7
ドラゴンスクエア
Ⅰビル301号室

5935-8484 歯・小歯・矯・口外

川内歯科 1-37-15
浅海ビル3階 3978-5050 歯・小歯・矯

やち歯科医院 2-4-7 3978-6480 歯・小歯・矯・口外

マサキ歯科医院 2-5-9 3923-4114 歯・小歯

松本小児歯科医院
2-8-1
パレスフォンテー
ン1階C号

3922-3748 歯・小歯・矯

三浦歯科診療室
2-10-11
西友 LIVINオズ
大泉店5階

5947-6480 歯・小歯・口外・矯

鳥越歯科医院 2-40-8��1階 3867-8018 歯・小歯・口外

ひらが歯科クリニック 3-2-4
小峰ビル1階 3867-1888 歯・小歯・矯・口外

尾崎歯科医院 3-3-14 3922-1451 歯

クローバー歯科 3-16-3
ビーエムビル2階 5947-9608 歯・小歯・矯・口外

富村歯科医院 3-16-29 3922-3337 歯

森崎歯科医院 3-17-17 3922-1393 歯・小歯・矯・口外

みなみ歯科医院 3-29-5 3922-3366 歯・小歯・矯・口外

つつみ歯科医院 3-31-11�1階 3922-7080 歯・小歯・口外

相生歯科診療室
3-52-7
ラフィネジュ大泉
学園1階

5947-4618 歯・小歯・矯

齋藤歯科医院 4-1-10 3922-0081 歯・小歯・矯・口外

芳村歯科クリニック
4-2-12�
ラ・ルネサンス・ド・三
幸堂ビル西棟4階

3923-8674 歯・小歯・口外・矯

池袋歯科大泉診療所 4-3-1 3867-7135 歯・小歯・矯

シロタ歯科医院 4-23-2 3924-1012 歯

きむら矯正歯科 4-31-1�北園メディ
カルモール1階A 5935-8537 矯

鈴木歯科クリニック 5-6-2 3925-5420 歯・小歯・口外・矯

いづみ歯科 5-38-23 3921-8143 歯・小歯

郷家歯科医院 5-41-17
岩崎ビル1階 3978-7764 歯・小歯・矯

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目
ゆめりあ矯正
歯科クリニック

5-43-1�大泉学園
ゆめりあ2��107 3925-1871 矯

根本歯科 5-43-1��306 3924-0003 歯・小歯・口外

木村デンタル
クリニック

6-1-37
木村ビル101 3924-7575 歯・小歯

木村歯科医院 6-2-26 3923-8148 歯

大泉こどもおとな
歯科診療室 6-46-7 3922-2631 歯・小歯・矯

いしかわ歯科医院 6-47-6 3924-6789 歯・小歯

アベニュー歯科
クリニック大泉学園

6-47-12�大泉
コーポラス1階 5935-7555 歯・小歯・矯・口外

たかはし歯科医院
6-47-15
アプローズ大泉
学園1階

3923-8211 歯・小歯・矯

やまもと歯科 6-51-4
ＴＫビル1階 3978-1184 歯・小歯・口外

橋本歯科
7-6-7
センチュリー東大
泉106号

5933-1818 歯・小歯・矯・口外

竹嶋歯科クリニック 7-38-29
加昌マンション110号 3978-5505 歯

◆�西大泉
いいだ歯科医院 1-28-12 5387-8241 歯

大泉歯科 3-1-2
エディフィス高柳1階 5933-0051 歯・小歯・矯・口外

斉藤歯科クリニック
3-30-12
西大泉ショッピン
グセンター内

3922-6480 歯・小歯

日比歯科医院 4-10-36 3921-8841 歯

わたなべ歯科医院 6-1-17 5947-7464 歯・小歯

◆�南大泉
ありふく歯科医院 1-44-28 3867-3202 歯

佐田歯科医院 2-16-7 3924-3713 歯

遠藤歯科医院 3-7-2 3978-8148 歯

南大泉歯科医院 3-19-21 5387-4182 歯・小歯・口外・矯

ひやま歯科医院 3-27-9 6319-1515 歯・小歯・口外

西村歯科クリニック
3-27-18
ハイシティプラザ
南大泉108

3867-6480 歯・小歯

保谷歯科口腔外科
クリニック

3-28-9
グローリアスハイム1階 5947-4620 歯・口外・小歯

山田歯科医院 3-29-14
高橋ビル106 3978-1841 歯

佐々木歯科医院 3-31-17 3924-3032 歯・小歯・口外

みのりデンタルクリニック 4-20-6��3号室 6904-6831 歯・小歯・口外

佐藤歯科医院 4-49-32 3921-2105 歯・小歯・矯・口外

ケイタデンタル
クリニック

4-50-10�コモディ
イイダ大泉店3階 5947-6361 歯・小歯・口外

新野歯科医院 5-10-18 3922-5278 歯・矯

田中歯科医院 5-31-16 3921-4180 歯・小歯・矯・口外

ほうやデンタルクリニック 5-35-8 3978-1182 歯・小歯・口外

ひかり歯科医院 5-35-23
モアメーム2階 3867-2802 歯・小歯

◆�大泉町
いくた歯科クリニック 1-1-29 3924-5070 歯・小歯・矯

小林歯科医院 1-22-1 3922-2339 歯

しのざき歯科医院 2-63-10 5933-2333 歯・小歯・矯
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練馬区わたしの便利帳

休
診
日・診
療
時
間・診
療
科
目
な
ど
は
、必
ず
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

施設名 所在地 電　話 診療科目
パークサイド
歯科クリニック 3-22-17 3928-8241 歯・矯・小歯・口外

村上歯科医院 3-42-6 3929-8241 歯・小歯

池田歯科クリニック 4-2-12
野口ビル2階 3920-4180 歯・小歯・矯

いしざわ歯科医院
4-2-13
グランドステータ
ス関201

5927-6474 歯・小歯・口外・矯

武蔵関エキナカ歯科 4-2-13� 武蔵関駅ビ
ルロータスロード3階 5903-8444 歯・口外・矯・小歯

小川歯科医院 4-4-2
シェモアムサシ2階 3928-6480 歯・小歯・矯

むなかた歯科医院 4-10-5 3928-0859 歯・小歯・口外・矯

鈴木歯科医院 5-16-26 3929-9734 歯

◆�関町南

いぬぶし歯科
1-9-50
上石神井第5ロイヤ
ルハイツ2階F区画

3929-8358 歯・小歯・口外

栁田歯科医院 2-20-8 6904-8217 歯・小歯・口外・矯

くりはし歯科医院 3-8-5 3928-7348 歯・小歯・矯

豊山歯科医院
4-15-7-209
武蔵野グリーン
タウン�G棟2階

3594-1488 歯

佐々木歯科クリニック 4-18-19-101 3929-1182 歯・小歯・口外

◆�関町東
生田ブライト
歯科クリニック 1-3-19 3929-6480 歯

武蔵関歯科 2-14-8 3928-2653 歯・小歯

◆�立野町
吉祥寺壱番館
歯科医院

7-9�クリオ吉祥
寺壱番館106号 3928-6874 歯

施設名 所在地 電　話 診療科目
中山歯科クリニック 3-2-13

エミネンス大泉1-A 3923-0030 歯・小歯

たんぽぽ歯科
クリニック

4-38-13
101号室 5387-6480 歯・矯・口外

五十嵐歯科医院 5-4-16 3923-8214 歯

◆�大泉学園町
渡辺歯科クリニック 1-1-5

タカジンヤシャトー1階 3923-0024 歯・小歯・口外

代居歯科医院 1-5-14 3922-3531 歯・口外・矯

ふみデンタルオフィス 1-8-16��1階 5933-0900 歯・小歯・矯・口外

往診歯科医院 1-32-21��1階 6904-6431 歯・小歯・矯

川島歯科医院 2-13-1
古丹ビル2階 3924-1182 歯・小歯

北園ゆり歯科クリニック 2-14-15 5905-1777 歯・小歯・口外・矯

大泉学園三丁目歯科 3-11-17 3923-8249 歯・小歯

南部歯科医院 4-24-23 3921-8672 歯・小歯・口外・矯

かわらい歯科医院 5-6-5 3922-3239 歯・小歯・口外・矯

さくら
歯科クリニック

5-7-1
ラレ�デ�スリジィエ1階 3925-4618 歯・小歯・口外・矯

島野おとなこども歯科 5-9-13 6904-6308 歯・小歯・口外・矯

安田歯科医院 6-1-37 3924-2590 歯

大泉学園町近藤歯科 6-3-28 3925-2332 歯

山本歯科クリニック 6-12-41 3924-7710 歯・口外・小歯

本橋歯科医院 6-19-41 3924-5686 歯・小歯・矯・口外

新名主歯科・
口腔外科医院

6-18-42
京坂ビル�1階 5935-4185 歯・口外・矯・小歯

エーシー歯科医院 7-3-21
高本ビル101号 3978-6555 歯・小歯・口外・矯

森山歯科クリニック 7-8-30 3925-5825 歯・小歯・口外・矯

佐藤歯科医院 7-11-13 3921-8848 歯

井川歯科医院 7-14-16 3922-7417 歯・小歯・口外・矯

トモエ歯科
7-19-5
バロンハイツ大
泉学園106

3923-2846 歯・小歯

◆�関町北
岡田歯科 1-8-9 5903-8241 歯・小歯・口外

E歯科 1-25-14 3928-1080 歯

島野デンタルオフィス 2-4-5
フラットイナガキ1階 5903-9940 歯・小歯・口外・矯

那須歯科医院 2-20-15 3920-1336 歯

バランス歯科 2-24-9
電気館マンション2階 3929-1311 歯

たかはし歯科クリニック 2-24-12��101 3928-6487 歯・小歯・矯

安達歯科医院 2-25-10
ハイマート武蔵関1階 3594-4100 歯

サニースマイル
歯科クリニック

2-26-17
ワイズⅡ�2階 5903-8243 歯・小歯・矯

石井歯科医院 2-27-13
下田ビル3階 3929-8122 歯・小歯・矯

しのはら歯科医院 2-30-5�シティー
ハイム武蔵関1階 3594-2455 歯・小歯

小山歯科医院 3-3-21 3920-1508 歯・小歯・口外
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ファクスガイド
主なお問い合わせ内容 担　当 FAX

防
災・防
犯
、

安
全・安
心

防災・防犯、安全・安心 危機管理室 3993-1194
防災学習センターに関すること 防災学習センター 5997-6472

マ
イ

ナ
ン
バ
ー

マイナンバー制度の概要など 情報政策課 3825-0221
マイナンバーカードの交付 戸籍住民課 5984-1222

戸
籍・
住

民
票
な
ど

戸籍、住民票、印鑑登録の
相談など 戸籍住民課 5984-1222

国
民
健
康
保
険・

国
民
年
金・介
護
保
険

国民健康保険料の納付方
法・納付相談など 収納課 5984-1229

国民健康保険の手続き、保
険給付、保険料の計算、入
院費用（高額療養費、限度
額適用認定証）など

国保年金課 3993-3260

国民年金 国保年金課 3993-3260
介護保険 介護保険課 3993-6362

税��

金

住民税・軽自動車税種別割
の課税、証明書など 税務課 5984-1223

住民税・軽自動車税種別割
の納税・納付相談など 収納課 5984-1229

出
産・子
ど
も・教
育

母子健康手帳、赤ちゃん準
備教室、妊産婦の健診、乳
幼児健診、訪問指導、相談
など

管轄の保健相談所
（⇨28p参照）

⇒�テレホン� �
ガイド132ｐ

各種児童手当
子ども医療費助成など 子育て支援課 5984-1220

子ども家庭支援センター
に関すること
子どもショートステイ、乳
幼児一時預かり、ファミリー
サポートなど

子ども家庭
支援センター 3993-8215

保育園などに関すること
認証保育所補助金など 保育課 5984-1220

小中学校の就学および就
学援助に関すること
幼稚園および保護者補助
金など

学務課 3991-1147

練馬こども園に関すること こども施策企画課 5984-1220
学童クラブに関すること
ねりっこクラブに関すること 子育て支援課 5984-1220

福��

祉

障害のある方
障害者福祉のしおり、ヘル
プカード、日常生活のことや
悩み、障害福祉サービスな
どについての相談場所など

障害者施策
推進課 5984-1215

中村橋福祉ケアセンター
（心身障害者福祉センター）
に関すること

中村橋福祉
ケアセンター
（心身障害者福祉センター）

3970-5676

こども発達支援センターに
関すること

こども発達
支援センター 3975-6252

高齢者
後期高齢者医療制度 国保年金課 5984-1212
介護予防・日常生活支援総
合事業、高齢者いきいき健
康事業

高齢社会
対策課 5984-1214

主なお問い合わせ内容 担　当 FAX

福��

祉

高齢者在宅生活あんしん事業
ひとり暮らし高齢者等訪問
支援事業など

高齢者支援課 5984-1214

総合福祉事務所 管轄の総合福祉事務所
（⇨28p参照）

⇒テレホン
ガイド149ｐ

保��

健

健康診査、がん検診など 健康推進課 5984-1211

予防接種、難病医療費助成、
大気汚染医療費助成など 保健予防課 5984-1211
感染症に関する相談

練馬区内の医療機関に関
すること 生活衛生課 5984-1211

暮
ら
し

犬や猫の飼育、狂犬病予防
注射 生活衛生課 5984-1211

自転車駐車場（民営を除
く）、区内のタウンサイクル
（貸し自転車）、区民交通傷
害保険など

交通安全課 5984-1237

練馬区コミュニティバス
「みどりバス」 交通企画課 5984-1226

区営住宅など 住宅課 5984-1237

住宅の耐震診断助成など 防災まちづく
り課 5984-1225

リ
サ
イ
ク
ル・

ご
み・環
境

リサイクル・ごみ 清掃リサイク
ル課 5984-1227

光化学スモッグなど公害、
環境美化活動など 環境課 5984-1227

ネズミ・ハチ・害虫対策など 生活衛生課 5984-1211

広
聴・広
報・

各
種
相
談

わたしの便利帳、ねりま区
報、ねりま情報メールなど 広聴広報課 3993-1194

「区長への手紙」、区政への
意見・要望 区民の声窓口 3993-4106

区民相談 区民相談所 3993-4106

消費生活センター 経済課 5910-3440

区
議
会・選
挙・直
接

請
求・情
報
公
開

区議会に関すること 議会事務局 3993-2424

選挙に関すること 選挙管理
委員会事務局 5984-1226

直接請求・住民監査請求など 監査事務局 3993-6366

情報公開など 情報公開課 3557-3721

農
業

振
興

区民農園
農業体験農園など 都市農業課 3993-1451

文
化・生
涯
学
習

生涯学習センター・分館、
向山庭園に関すること

生涯学習
センター 3991-0056

練馬文化センター、石神井
公園ふるさと文化館、大泉
学園ホール、練馬区立美術
館に関すること

文化・
生涯学習課 5984-1228

※ こちらのファクス番号には、各種申請書
などは送付できません。

※令和4年8月1日現在の情報を掲載しています。
　変更になる場合がありますのでご了承ください。
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　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。
　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。
苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止
めて休みます。息を吸うのは自然にまかせ、吸ったら、
またハァーと吐いて休む、というのを繰り返します。
　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま
で何回でもやってみましょう。

リラックス呼吸法

　アロマセラピーとは、植物の精油で、主にその香り
をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香
りの精油をベースオイルで
薄めてマッサージしたり、ア
ロマポットに数滴垂らし、温
めて香りを楽しみましょう。

アロマセラピーを利用してみよう

心と体の
リラクゼーション法

168 練馬区わたしの便利帳

暮
ら
し
の
広
告

医
療

このページは有料広告ページです

２２０９練馬区8(SG40)企画後半1.indd   168２２０９練馬区8(SG40)企画後半1.indd   168 2022/08/05   9:54:412022/08/05   9:54:41



　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。
　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。
苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止
めて休みます。息を吸うのは自然にまかせ、吸ったら、
またハァーと吐いて休む、というのを繰り返します。
　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま
で何回でもやってみましょう。

　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。　簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。
　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。　口を軽くあけて、ハァーとため息をついてください。
苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止苦しくならない程度に長く息を吐いたら、少し息を止

リラックス呼吸法

　アロマセラピーとは、植物の精油で、主にその香り
をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香
りの精油をベースオイルで
薄めてマッサージしたり、ア
ロマポットに数滴垂らし、温
めて香りを楽しみましょう。

　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま　吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち着くま
で何回でもやってみましょう。で何回でもやってみましょう。で何回でもやってみましょう。で何回でもやってみましょう。で何回でもやってみましょう。で何回でもやってみましょう。で何回でもやってみましょう。

　アロマセラピーとは、植物の精油で、主にその香り　アロマセラピーとは、植物の精油で、主にその香り　アロマセラピーとは、植物の精油で、主にその香り　アロマセラピーとは、植物の精油で、主にその香り　アロマセラピーとは、植物の精油で、主にその香り　アロマセラピーとは、植物の精油で、主にその香り　アロマセラピーとは、植物の精油で、主にその香り
をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香をかぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香
りの精油をベースオイルでりの精油をベースオイルでりの精油をベースオイルでりの精油をベースオイルでりの精油をベースオイルでりの精油をベースオイルでりの精油をベースオイルで

アロマセラピーを利用してみよう

心と体の
リラクゼーション法

心心心心とととととととととととととととととと体体体体体体体体体体体体体体体体体体のののののののののののののののの
リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法リラクゼーション法

169

暮
ら
し
の
広
告

医
療

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

２２０９練馬区8(SG40)企画後半1.indd   169２２０９練馬区8(SG40)企画後半1.indd   169 2022/08/05   9:54:412022/08/05   9:54:41



正しいマスクの着用

ティッシュ・
ハンカチで
口・鼻を覆う

咳エチケット
咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみ
をする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、
口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離で
およそ２ｍとされています）が、一定時間以上、多くの人々との間で交
わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避
け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。

正しい手の洗い方
　ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることに
より、自分の手にもウイルスが付着している可能性があり
ます。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこま
めに手を洗います。

１ ２ 3

ゴムひもを耳にかける鼻と口の両方を確実に覆う
おお

隙間がないよう鼻まで覆う
おお

首相官邸ホームページ｢ほかの人にうつさないために｣
（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成公衆衛生の豆知識 出 典

電車や職場、学校など人が集まるところでやろう3つの咳エチケット
せき

おお

マスクが
ない時 とっさの時

何もせずに
咳やくしゃみ
をする

せき
袖で口・鼻を
覆う

咳やくしゃみを
手でおさえる

せき

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

おお

・爪は短く切っておきましょう。
・時計や指輪は外しておきましょう。手洗いの前に

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルや
ペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

流水でよく手をぬらした後、
石けんをつけ、手のひらをよ
くこすります

手の甲をのばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

親指と手のひらをねじり
洗いします 手首も忘れずに洗います

指の間を洗います

１ ２

3 4

5 6

おお
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今だからこそ地域のつながりを大切に

お住まいの町会・自治会がわからない、もっと詳しい情報を知りたいなどありましたらお気軽にお問い合わせください。

練馬区 地域文化部 地域振興課 地域コミュニティ支援係

03-5984-1039（直通）
月曜日～金曜日の午前8時30分～午後5時15分 （祝休日、12月29日～翌年1月3日を除く）

CHIIKI02@city.nerima.tokyo.jp03-3557-1351
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所 本庁舎9階

FAX MAILTEL

練馬区公式HP ＞ 
町会・自治会について▶お問い

合わせ

子どもを見守る地域の目、きれいなまち並み、万一に備えた訓練など……。
町会・自治会は「住んでよかった」と思えるまちを目指して活動しています。

町会・自治会の　　　　　　　　 を　　　　　　　 に聞きました！

　外出を控え、電話
やインターネットを
使用する「新しい生
活様式」は、特殊詐欺
が発生しやすい環境
でもあります。町会の
方 が 各 家 庭 を 巡 回
し、注意喚起をしてくれるおかげで、被害が減少して
いると思います（南大泉1丁目町会）。

　多くの地域活動が
休止となり、情報が
伝わりにくい状況が
続いています。町会の
方々が、近所の掲示
板やポスティングを
通して、地域の様子
を伝えてくださること
に感謝しています（関町南北町会）。

　自粛生活に気が滅
入ることもあります
が、自治会の活動で顔
を合わせることで、気
分転換やお互いの安
否確認もできます。自
治会から消毒用のハンドジェルを配布された際も、
ちょっとしたおしゃべりで元気づけられました（光が
丘パークタウン公園南住宅自治会）。

　災害はコロナに関
係なく発生します。子
どもと一緒に地域の
防 災 訓 練 に 参 加し
て、さまざまな世代
の方と知り合いまし
た。お互いに助け合
える災害に強いまちを作るため、今後も地域活動
に参加していきたいです（豊玉西町会）。

身近にある「当たり前」… それが町会・自治会です

子どもを見守る地域の目 家族で楽しむまちのイベント 災害に備えた防災訓練 みんなで守るきれいなまち並み

巡回活動で特殊詐欺被害を防止！

知りたい地域情報が手に入る！ 近所の方との交流が元気の源！

地域の仲間と「その時」に備える！

コロナ禍での活動コロナ禍での活動 加入している皆さん加入している皆さん

入って
よかった
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今だからこそ地域のつながりを大切に

お住まいの町会・自治会がわからない、もっと詳しい情報を知りたいなどありましたらお気軽にお問い合わせください。

練馬区 地域文化部 地域振興課 地域コミュニティ支援係

03-5984-1039（直通）
月曜日～金曜日の午前8時30分～午後5時15分 （祝休日、12月29日～翌年1月3日を除く）

CHIIKI02@city.nerima.tokyo.jp03-3557-1351
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所 本庁舎9階

FAX MAILTEL

練馬区公式HP ＞ 
町会・自治会について▶お問い

合わせ

子どもを見守る地域の目、きれいなまち並み、万一に備えた訓練など……。
町会・自治会は「住んでよかった」と思えるまちを目指して活動しています。

町会・自治会の　　　　　　　　 を　　　　　　　 に聞きました！

　外出を控え、電話
やインターネットを
使用する「新しい生
活様式」は、特殊詐欺
が発生しやすい環境
でもあります。町会の
方 が 各 家 庭 を 巡 回
し、注意喚起をしてくれるおかげで、被害が減少して
いると思います（南大泉1丁目町会）。

　多くの地域活動が
休止となり、情報が
伝わりにくい状況が
続いています。町会の
方々が、近所の掲示
板やポスティングを
通して、地域の様子
を伝えてくださること
に感謝しています（関町南北町会）。

　自粛生活に気が滅
入ることもあります
が、自治会の活動で顔
を合わせることで、気
分転換やお互いの安
否確認もできます。自
治会から消毒用のハンドジェルを配布された際も、
ちょっとしたおしゃべりで元気づけられました（光が
丘パークタウン公園南住宅自治会）。

　災害はコロナに関
係なく発生します。子
どもと一緒に地域の
防 災 訓 練 に 参 加し
て、さまざまな世代
の方と知り合いまし
た。お互いに助け合
える災害に強いまちを作るため、今後も地域活動
に参加していきたいです（豊玉西町会）。

身近にある「当たり前」… それが町会・自治会です

子どもを見守る地域の目 家族で楽しむまちのイベント 災害に備えた防災訓練 みんなで守るきれいなまち並み

巡回活動で特殊詐欺被害を防止！

知りたい地域情報が手に入る！ 近所の方との交流が元気の源！

地域の仲間と「その時」に備える！

コロナ禍での活動コロナ禍での活動 加入している皆さん加入している皆さん
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いつでも
持ち歩ける
利便性

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち運
びでき、お好きなシーンで活用できます。使いやすいインターフェ
イスと電子書籍ならではの拡大・縮小機能で、どこでもどなたで
もご利用いただけます。

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版
無料
閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

パソコンやあなたの
お手持ちの携帯端末
でご覧になれます！

練馬区 わたしの便利帳が電子書籍に！！

Androidアプリ版
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いつでも
持ち歩ける
利便性

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち運
びでき、お好きなシーンで活用できます。使いやすいインターフェ
イスと電子書籍ならではの拡大・縮小機能で、どこでもどなたで
もご利用いただけます。

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版
無料
閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

パソコンやあなたの
お手持ちの携帯端末
でご覧になれます！

練馬区 わたしの便利帳が電子書籍に！！
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　建物の一部分の改装も、全面改装もリフォームです。手
を加えれば加える程かかる費用は増えていきます。例え
ば、畳敷きの６畳間をフローリングに替える場合は十数万
円ですが、家全体に及ぶ大掛か
りな改装の場合は、建替えの方
が安くなることもあります。

Q  リフォームの費用は？

リフォームについて

10000

10000

10000

10000

●費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約
をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認し
ましょう。
●経験豊富で実績がある事業者
かどうか確認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、
必ず確認しましょう。

Q  信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう
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株式会社大装
東京都知事許可（般-３０）第１４０６１０号
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株式会社大装

餃子の王将 CoCo壱番屋
保谷駅前交番

西友保谷店
保谷駅南口
メディカルモール

保谷駅

南大泉
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　建物の一部分の改装も、全面改装もリフォームです。手
を加えれば加える程かかる費用は増えていきます。例え
ば、畳敷きの６畳間をフローリングに替える場合は十数万
円ですが、家全体に及ぶ大掛か
りな改装の場合は、建替えの方
が安くなることもあります。

Q  リフォームの費用は？

リフォームについて

10000

10000

10000

10000

●費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約
をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認し
ましょう。
●経験豊富で実績がある事業者
かどうか確認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、
必ず確認しましょう。

Q  信頼のおける業者とは？

２～３社は候補を挙げて比較しましょう

リフォームについて

181
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株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです
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　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしき
たりがあり、意味があります。地方によって、また宗教
や宗派によって名称や作法は異なりますが、大方の流
れは次のようになります。

臨終から法要まで

出棺・火葬

葬儀・告別式

通　　　夜

通夜の準備

臨　　　終

年忌法要

追善供養

精進落とし

還骨回向

火葬・骨上げ

弔事の流れ

182 練馬区わたしの便利帳
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請求書

詐欺の決めセリフ
金クレ！
振リ込メ！
スグ送レ！

今すぐ０９０-
□□□□-○○○○

お金貸します!
即融資 低金利

秘密厳守

被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない被害に遭わない　　被害に遭わない　　ための心構え！

生活の安全に関する不安や悩みはこちらまで ☎♯9110警察相談専用電話

まっとうな機関はATMの指示なんかしませんよ
詐欺じゃないですか？

ハッ !!
そうかもっ !!

ち
ぇ
っ
、
失
敗
だ

出典：警察庁ホームページ｢特殊詐欺｣（https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm）より加工・編集して作成

特殊
詐欺詐欺
特殊
詐欺

オレオレ詐欺 架空請求詐欺 融資保証金等詐欺 還付金等詐欺 

犯人グループは、事前に多くの個人情報を
入手してから、電話をかけています。

「息子の名前」　「同級生の名前」　「息子が
卒業した高校や大学名」などは、犯人は当
然に知っているものと用心する必要があ
ります。

① 「携帯電話の番号が変わった」は振り込
め詐欺の可能性大。必ず元の番号に電話
で確認しましょう！

②ご家族と普段から連絡を密に。合い言葉
など特殊詐欺の対策を準備しておけば
いざというときも安心です。

③警察などを称して連絡を指示されても
安易に信じてはいけません。言われた電
話番号を信じることなく、電話帳や電話
番号案内（104＊）等で調べましょう。

④他人には絶対にキャッシュカードなど
の暗証番号を教えてはいけません。

①心当たりのない請求には応じないこと
が大切です。　　　　　　　　　　　　
不安に思った時（心当たりがあるかどう
かもわからない場合）は、各種相談窓口
までご相談ください。  　　　　　　
メールなどに記載された連絡先には連
絡してはいけません！ 

②使用したサイト名の記載がない請求、利
用した時間の記載のない請求、明確な料
金内訳の記載のない請求、 料金の請求
以外の文言（身辺調査の開始、会社へ訪
問する等）が記載してある請求、は要注
意です。 

③宅配便を利用して送
金を求められたら

「詐欺」を疑ってくだ
さい。 

①正規の貸金業者では「保証金」や「借入金
データの抹消手続料」など、いかなる名
目であっても、融資を前提にお金の振り
込みを要求することはありません。 

②実在する貸金業者を装っている場合が
ありますので、融資を申し込む場合は、
電話帳や電話番号案内などで、その業者
の電話番号を調べ、確認してください。  
ハガキなどに記載された連絡先には連
絡してはいけません！

③会員登録をしていない会社から届いた
ダイレクトメールやFAXは、その時点で
注意が必要です。 

① 「還付金」をＡＴＭで返還することは絶
対にありません。  　　　　　　　　　

「携帯電話を持ってＡＴＭへ行け」は詐
欺です！

②特に、ＡＴＭの操作に不慣れな高齢者を
対象として被害が多く発生しています。
携帯電話をかけながらＡＴＭを操作し
ているご高齢の方を見かけたら、詐欺の
被害を疑い、一声掛けていただくようお
願いします。 

「自分は特殊詐欺被害に遭わない｣と思う人が約８割。また、高齢になるほど被害に遭わない　　　　　　という意識が高く、被害防止対策を行わない傾向があります。

宅配便で
送ってください

すぐに払わないと

法的手段をとります！ 先に保証金を納めて
くれたら、いくらでも
融資できますよ

それは助かる！

言うとおりに操作すれば
いいのかね？

もう少しで
還付金が
戻りますよ息子の○○だよ

会社のお金を失くした！

必ず返すから助けて！
わ、わかったわ！

今、銀行でおろしてくるから！
法的手段？ 大変だ！
とにかく払っておこう！

す
ぐ
に

こ
の
番
号
へ

連
絡
を
し
て

く
だ
さ
い

対　策対　策対　策 対　策

を疑ってくだ

＊1案内ごとに番号案内料がかかります

株式会社サイネックスによる編集記事ページです
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請求書

詐欺の決めセリフ
金クレ！
振リ込メ！
スグ送レ！

今すぐ０９０-
□□□□-○○○○

お金貸します!
即融資 低金利

秘密厳守
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さい。 
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「自分は特殊詐欺被害に遭わない｣と思う人が約８割。また、高齢になるほど被害に遭わない　　　　　　という意識が高く、被害防止対策を行わない傾向があります。

宅配便で
送ってください

すぐに払わないと

法的手段をとります！ 先に保証金を納めて
くれたら、いくらでも
融資できますよ

それは助かる！

言うとおりに操作すれば
いいのかね？

もう少しで
還付金が
戻りますよ息子の○○だよ

会社のお金を失くした！

必ず返すから助けて！
わ、わかったわ！

今、銀行でおろしてくるから！
法的手段？ 大変だ！
とにかく払っておこう！

す
ぐ
に

こ
の
番
号
へ

連
絡
を
し
て

く
だ
さ
い

対　策対　策対　策 対　策

お金貸します!
即融資

今すぐ０９０-
＊1案内ごとに番号案内料がかかります

株式会社サイネックスによる編集記事ページです
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WEB・SNS

application

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。

BOOK・
PAPER
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WEB・SNS

application

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。

BOOK・
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アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

Shakujii
Musashiseki
Nerimatakanodai

　西武鉄道主催の『西武グリーンマ
ルシェ』では旬で新鮮な練馬産農産
物のほか、西武線沿線の農産物や
名産品、ご当地食材を集めていま
す。毎回、テーマを決めて、旬の野菜
や果実のほか、パンやピザやお惣菜
なども取り扱います。
　一番の魅力は生産者とコミュニ
ケーションをとれること。直接、美味
しい食べ方や旬の食材を教えてもら
うこともできます。このほか、区内で
は農業者主催のマルシェがたくさん
開催されています。

マルシェで旬を感じようColumn

ちひろ美術館・東京

きっと優しい気持ちになる
区内きってのアートスポット

Chihirobijutsukan tokyo

 『窓ぎわのトットちゃん』の挿絵などで知られる
画家、いわさきちひろの自宅兼アトリエ跡地に建
つ世界初の絵本美術館。小さな子どもが初めて
訪れる美術館「ファーストミュージアム」をコンセ
プトに、建物や絵の見せ方も工夫されています。
　ちひろが愛用したソファのほか、忠実に復元さ
れたアトリエにちひろが愛した草花が咲く「ちひ
ろの庭」、図書室やこどものへやもあります。

下石神井4-7-2　☎3995-0612

撮影：中川敦玲 撮影:大槻志穂

千川上水

武蔵関公園

野鳥の観察や
ボート遊びが楽しめる

Musashiseki koen

　遊歩道に囲まれたひょうたん形の大きな
池のある公園。この池にはボート場が整備
されているので、ボートに乗ってみどりを眺
めたり、野鳥観察もできます。また、平日・
休日に関わらず散歩やジョギングなどを楽
しむ人たちが多く訪れます。

　関町北3-45-1
☎3904-7557（全般）
☎3928-2484（ボート場）

立野公園と千川上水

広大な芝生広場が印象的な公園と
武蔵野の面影を感じる上水

Tateno koen & Senkawa josui

　園内中央に約7,000平方メートルの広場を持
つ公園。犬を連れて入園できることから愛犬家の
方々に愛されています。平成6年には友好交流を
行っている中国の北京市海淀区から碧桃樹と呼
ばれる花桃の苗木が贈られました。これを記念し
て碧桃樹を配した中国式の庭園があります。
　また、公園付近には玉川上水から分水された千
川上水が流れており、公園と合わせた散策にぴっ
たりです。

立野町32-1　☎3904-7557

石神井町3-23-8　☎5923-9220
午前9時～午後7時

　区内2か所目となる観光案内所。石
神井地域の見どころをはじめ、区の魅
力発信や区内名産品の紹介・販売な
どを行っています。無料Wi-Fiも整備
しています。

Shakujiikanko annaijo

石神井観光案内所

カメラ好きも通う水生植物の宝庫

Shakujii koen

　木々に囲まれ静寂な趣の三宝寺池と、ボートで
賑わう石神井池の二つの池を中心とした公園で
す。石神井城跡とこれに関する遺跡のほかに、野
球場やテニスコート、野外ステージが常設されて
います。

石神井台1-26-1（石神井公園サービスセンター）
☎3996-3950

石神井公園 　武蔵野三大湧水池といわれた三宝
寺池は、水生植物が自生する独自の観
葉花空間で、自然観察や散策に便利。

Sampojiike

三宝寺池

　景観保護を目的に作られた人工池。周
囲の緑を眺めながらのボート遊びなどが
でき、休日は市民の憩いの場となります。

Shakujiiike

石神井池

S h a k u j i i koen

S h a k u j i i koen

撮影:大槻志穂

ヘキトウジュ

￥ 
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アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

Shakujii
Musashiseki
Nerimatakanodai

　西武鉄道主催の『西武グリーンマ
ルシェ』では旬で新鮮な練馬産農産
物のほか、西武線沿線の農産物や
名産品、ご当地食材を集めていま
す。毎回、テーマを決めて、旬の野菜
や果実のほか、パンやピザやお惣菜
なども取り扱います。
　一番の魅力は生産者とコミュニ
ケーションをとれること。直接、美味
しい食べ方や旬の食材を教えてもら
うこともできます。このほか、区内で
は農業者主催のマルシェがたくさん
開催されています。

マルシェで旬を感じようColumn

ちひろ美術館・東京

きっと優しい気持ちになる
区内きってのアートスポット

Chihirobijutsukan tokyo

 『窓ぎわのトットちゃん』の挿絵などで知られる
画家、いわさきちひろの自宅兼アトリエ跡地に建
つ世界初の絵本美術館。小さな子どもが初めて
訪れる美術館「ファーストミュージアム」をコンセ
プトに、建物や絵の見せ方も工夫されています。
　ちひろが愛用したソファのほか、忠実に復元さ
れたアトリエにちひろが愛した草花が咲く「ちひ
ろの庭」、図書室やこどものへやもあります。

下石神井4-7-2　☎3995-0612

撮影：中川敦玲 撮影:大槻志穂

千川上水

武蔵関公園

野鳥の観察や
ボート遊びが楽しめる

Musashiseki koen

　遊歩道に囲まれたひょうたん形の大きな
池のある公園。この池にはボート場が整備
されているので、ボートに乗ってみどりを眺
めたり、野鳥観察もできます。また、平日・
休日に関わらず散歩やジョギングなどを楽
しむ人たちが多く訪れます。

　関町北3-45-1
☎3904-7557（全般）
☎3928-2484（ボート場）

立野公園と千川上水

広大な芝生広場が印象的な公園と
武蔵野の面影を感じる上水

Tateno koen & Senkawa josui

　園内中央に約7,000平方メートルの広場を持
つ公園。犬を連れて入園できることから愛犬家の
方々に愛されています。平成6年には友好交流を
行っている中国の北京市海淀区から碧桃樹と呼
ばれる花桃の苗木が贈られました。これを記念し
て碧桃樹を配した中国式の庭園があります。
　また、公園付近には玉川上水から分水された千
川上水が流れており、公園と合わせた散策にぴっ
たりです。

立野町32-1　☎3904-7557

石神井町3-23-8　☎5923-9220
午前9時～午後7時

　区内2か所目となる観光案内所。石
神井地域の見どころをはじめ、区の魅
力発信や区内名産品の紹介・販売な
どを行っています。無料Wi-Fiも整備
しています。

Shakujiikanko annaijo

石神井観光案内所

カメラ好きも通う水生植物の宝庫

Shakujii koen

　木々に囲まれ静寂な趣の三宝寺池と、ボートで
賑わう石神井池の二つの池を中心とした公園で
す。石神井城跡とこれに関する遺跡のほかに、野
球場やテニスコート、野外ステージが常設されて
います。

石神井台1-26-1（石神井公園サービスセンター）
☎3996-3950

石神井公園 　武蔵野三大湧水池といわれた三宝
寺池は、水生植物が自生する独自の観
葉花空間で、自然観察や散策に便利。

Sampojiike

三宝寺池

　景観保護を目的に作られた人工池。周
囲の緑を眺めながらのボート遊びなどが
でき、休日は市民の憩いの場となります。

Shakujiiike

石神井池

S h a k u j i i koen

S h a k u j i i koen

撮影:大槻志穂

ヘキトウジュ

￥ 
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石神井公園
ふるさと文化館

歴史と文化に触れると
きっと、郷土愛が深まる

Shakujiikoen furusato bunkakan

　区の歴史や伝統文化、自然などについて
体験しながら楽しく学べる施設です。観光
情報も発信しています。ギャラリーや会議
室などの施設貸し出しも行っており、創作
作品の展示発表をはじめ、さまざまな文化
活動の場としてもご利用いただけます。
　また、館内では、美味しい武蔵野うどん
なども味わえます。

石神井町5-12-16　☎3996-4060
午前9時～午後6時　　※常設展示は無料

Shakujii
Musashiseki

Nerimatakanodai

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

　「旧内田家住宅」は明治20年代初めに建てら
れた茅葺き屋根の古民家です。室内見学もでき、
昔の暮らしぶりをうかがい知ることができます。

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

実際に使
って体験

できる

コーナー
がたくさ

んあり

ます。

指定文化財に触れる
　石神井公園には、室町時代の石
神井城主・豊島泰経の娘、照姫が落
城の際に、三宝寺池に身を投げたと
いう伝説があります。公園内には照
姫を祀ったといわれる姫塚があり、
昭和63年からは伝説にちなんだ照
姫まつりが行われています。

Column

￥ 

石神井公園
ふるさと文化館 分室

練馬ゆかりの文化人を知るならココへ！

Shakujiikoen furusato bunkakan bunshitsu

　文芸・音楽などの分野で功績をおさめた区ゆかりの文
化人を紹介する展示のほか、オーディオの神様と呼ばれた
作家・五味康祐の愛用品を展示。遺愛のオーディオ機器
によるレコードコンサートはオーディオマニア必聴です。ク
ラシックコンサートや、各種講座も開催しています。

石神井台1-33-44 石神井松の風文化公園管理棟内
☎3996-4060　　午前9時～午後6時

照姫に想いをよせて

毎週火・木曜の午前・午後に行う

オーディオメンテナンス時に貴重な

音が聴けるかも！

照姫まつり

きままに ねりま
散歩

※併設のスポーツ施設（7面の庭球場とゲートボールや少年野球、少年
サッカーなどのできる多目的広場）の利用は事前予約が必要ですので
お問い合わせください。

石神井松の風文化公園

武蔵野の自然を感じながら
スポーツも文化活動も楽しめる！

Shakujii matsunokaze bunkakoen

　石神井松の風文化公園は、みどり豊かな自然の中でスポーツ
や文化芸術・生涯学習活動を楽しむことができる公園です。
　園内には、石神井の歴史を伝えるアカマツ林のある「松林の
広場」や、区と縁のある自治体から贈られた「友好のつつじ」
をはじめ、武蔵野の自然をイメージした「花と木立ちの広場」など
があります。約4.7ヘクタールの広々とした園内を散策してみま
せんか。

気象観測をしているアメダスは23区に5か

所あります。その内の１つがこの公園内に

あり、気温、降水量、風向・風速を観測し

ています。

石神井台1-33-44　
☎5372-2455

午前8時～午後7時
（季節により変更あり）

てるひめ

て
る
ひ
め

富士街
道

新青梅街道

青梅街道

千川通
り

西武新宿線

西武池袋線 石神井公園

上井草武蔵関

東伏見

上石神井

練馬高野台

千川上
水緑道

石神井・武蔵関・
練馬高野台エリア

石神井松の風文化公園
石神井公園ふるさと文化館分室

ちひろ美術館・東京

武蔵関公園

石神井公園石神井公園

千川上水

石神井公園ふるさと文化館
とれたて村 石神井

石神井観光案内所

立野公園

入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

石神井・武蔵関・
練馬高野台エリア

お花見ポイント
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石神井公園
ふるさと文化館

歴史と文化に触れると
きっと、郷土愛が深まる

Shakujiikoen furusato bunkakan

　区の歴史や伝統文化、自然などについて
体験しながら楽しく学べる施設です。観光
情報も発信しています。ギャラリーや会議
室などの施設貸し出しも行っており、創作
作品の展示発表をはじめ、さまざまな文化
活動の場としてもご利用いただけます。
　また、館内では、美味しい武蔵野うどん
なども味わえます。

石神井町5-12-16　☎3996-4060
午前9時～午後6時　　※常設展示は無料

Shakujii
Musashiseki

Nerimatakanodai

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

　「旧内田家住宅」は明治20年代初めに建てら
れた茅葺き屋根の古民家です。室内見学もでき、
昔の暮らしぶりをうかがい知ることができます。

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

実際に使
って体験

できる

コーナー
がたくさ

んあり

ます。

指定文化財に触れる
　石神井公園には、室町時代の石
神井城主・豊島泰経の娘、照姫が落
城の際に、三宝寺池に身を投げたと
いう伝説があります。公園内には照
姫を祀ったといわれる姫塚があり、
昭和63年からは伝説にちなんだ照
姫まつりが行われています。

Column

￥ 

石神井公園
ふるさと文化館 分室

練馬ゆかりの文化人を知るならココへ！

Shakujiikoen furusato bunkakan bunshitsu

　文芸・音楽などの分野で功績をおさめた区ゆかりの文
化人を紹介する展示のほか、オーディオの神様と呼ばれた
作家・五味康祐の愛用品を展示。遺愛のオーディオ機器
によるレコードコンサートはオーディオマニア必聴です。ク
ラシックコンサートや、各種講座も開催しています。

石神井台1-33-44 石神井松の風文化公園管理棟内
☎3996-4060　　午前9時～午後6時

照姫に想いをよせて

毎週火・木曜の午前・午後に行う

オーディオメンテナンス時に貴重な

音が聴けるかも！

照姫まつり

きままに ねりま
散歩

※併設のスポーツ施設（7面の庭球場とゲートボールや少年野球、少年
サッカーなどのできる多目的広場）の利用は事前予約が必要ですので
お問い合わせください。

石神井松の風文化公園

武蔵野の自然を感じながら
スポーツも文化活動も楽しめる！

Shakujii matsunokaze bunkakoen

　石神井松の風文化公園は、みどり豊かな自然の中でスポーツ
や文化芸術・生涯学習活動を楽しむことができる公園です。
　園内には、石神井の歴史を伝えるアカマツ林のある「松林の
広場」や、区と縁のある自治体から贈られた「友好のつつじ」
をはじめ、武蔵野の自然をイメージした「花と木立ちの広場」など
があります。約4.7ヘクタールの広々とした園内を散策してみま
せんか。

気象観測をしているアメダスは23区に5か

所あります。その内の１つがこの公園内に

あり、気温、降水量、風向・風速を観測し

ています。

石神井台1-33-44　
☎5372-2455

午前8時～午後7時
（季節により変更あり）

てるひめ

て
る
ひ
め

富士街
道

新青梅街道

青梅街道

千川通
り

西武新宿線

西武池袋線 石神井公園

上井草武蔵関

東伏見

上石神井

練馬高野台

千川上
水緑道

石神井・武蔵関・
練馬高野台エリア

石神井松の風文化公園
石神井公園ふるさと文化館分室

ちひろ美術館・東京

武蔵関公園

石神井公園石神井公園

千川上水

石神井公園ふるさと文化館
とれたて村 石神井

石神井観光案内所

立野公園 お花見ポイント
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アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

Oizumigakuen
 Miharadai
 Doshida 

清水山の森　　　　大泉町1-6 ☎3904-7557
稲荷山憩いの森　　土支田4-14 ☎5984-1683

清水山の森・
稲荷山憩いの森

23区唯一の大規模な
カタクリの群生地

Shimizuyama no mori   
Inariyama ikoi no mori

「清水山の森」には、23区唯一の大規模
なカタクリ群生地があります。薄紫色のカタ
クリは、毎年3月下旬から4月上旬にかけて
見頃を迎え、群生地は、野草保護のためカタ
クリの開花時期のみ公開されます。
　「稲荷山憩いの森」は区内の憩いの森と
しては最も広く、四季折々の貴重な植物を
観察できます。

練馬区内に残る
樹林地などが

憩いの森として区民に
開放されています。

博士の研究への情熱を伝えるための 書斎
再現プロジェクト （令和５年春公開予定） 

　展示室は、博士の書斎が保存された「書屋展示
室」、愛用した道具や日常品などを展示した「常設
展示室」、博士や植物に関する展示を行う「企画
展示室」があり、博士の功績を深く学べる場と
なっています。 
　牧野博士が研究に没
頭し、足の踏み場もな
いほど蔵書が積み上げ
られた当時の書斎の様
子を再現します。

牧野博士が名づけ、愛でたヒメアジサイ

　令和４年５月、高知
県立牧野植物園で系
統保存されていた一株
を区に里帰りさせる記
念植樹を行いました。

牧野博士が主人公の
モデルとなるNHK連続
テレビ小説「らんまん」 

（令和５年春放送予定） 

個人蔵

大泉中央公園

心身ともにリラックスできる
のびのびとした公園
Oizumi chuo koen

　園内には、チョウ類の楽園「ちょうの里」、大
きな芝生広場に砂場、野球場、競技場、四季の
広場などがあり、子どもから、おとしよりまで楽
しめる公園です。夏は噴水での水遊びが子ども
に大人気です。

大泉学園町9-4-3（大泉中央公園サービスセンター） 
☎3867-8096

子どもたちがゴーカートや自
転車に乗って楽しみながら交通
ルールを学べる公園です。信号
や横断歩道は実際の道路さなが
らです。

Oizumi kotsu koen

南大泉6-16-1　☎3924-0996
午前9時～午後5時

大泉交通公園

小泉牧場

地域に愛される
23区で唯一の牧場
Koizumi bokujo

小泉牧場は、昭和10年の創
業以来続く牧場で、乳牛専門と
して約25頭を飼育しています。
区主催の酪農体験や小学校で
の体験学習などを受け入れ、
「食」と「命」の大切さを学ぶ教
育の場として地域のつながりを
生み出しています。

大泉学園町2-1-24

※観光牧場ではないため、
一般の方の牛舎内の見学
はできません。

牧野記念庭園

植物が好きで好きでたまらなかった
植物学博士の庭園を訪ねる
Makino kinenteien 

日本の植物分類学の父とされる牧野富太郎博士が、昭和32年
に逝去されるまでの約30年間を過ごされた居宅跡地を庭園とし
て整備し、一般公開しています。サクラ‘センダイヤ’、スエコザサ、
ヘラノキなど、300種類以上の珍しい草木類が生育しています。

東大泉6-34-4　☎6904-6403
午前9時～午後5時

中里郷土の森

100年以上前からある
屋敷林を生かした公園で自然体験
Nakazato kyodo no mori

園内の「森の学習棟」で練馬の自然や生き
物について学べます。毎週日曜日には自然解
説員によるさまざまな体験型講座を実施して
います。

大泉町1-51-2　☎3922-3021
3月～9月：午前9時～午後5時
10月～2月：午前9時～午後4時30分

餌の順番も考えています。

消化がよくなるよう、

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

個人蔵

6・7月はホタル

観察会実施！

（事前予約）自然解説員が
サポート！

練馬区わたしの便利帳192

２２０９練馬区8(SG40)企画後半2.indd   192２２０９練馬区8(SG40)企画後半2.indd   192 2022/08/03   10:13:402022/08/03   10:13:40



アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

Oizumigakuen
 Miharadai
 Doshida 

清水山の森　　　　大泉町1-6 ☎3904-7557
稲荷山憩いの森　　土支田4-14 ☎5984-1683

清水山の森・
稲荷山憩いの森

23区唯一の大規模な
カタクリの群生地

Shimizuyama no mori   
Inariyama ikoi no mori

「清水山の森」には、23区唯一の大規模
なカタクリ群生地があります。薄紫色のカタ
クリは、毎年3月下旬から4月上旬にかけて
見頃を迎え、群生地は、野草保護のためカタ
クリの開花時期のみ公開されます。
　「稲荷山憩いの森」は区内の憩いの森と
しては最も広く、四季折々の貴重な植物を
観察できます。

練馬区内に残る
樹林地などが

憩いの森として区民に
開放されています。

博士の研究への情熱を伝えるための 書斎
再現プロジェクト （令和５年春公開予定） 

　展示室は、博士の書斎が保存された「書屋展示
室」、愛用した道具や日常品などを展示した「常設
展示室」、博士や植物に関する展示を行う「企画
展示室」があり、博士の功績を深く学べる場と
なっています。 
　牧野博士が研究に没
頭し、足の踏み場もな
いほど蔵書が積み上げ
られた当時の書斎の様
子を再現します。

牧野博士が名づけ、愛でたヒメアジサイ

　令和４年５月、高知
県立牧野植物園で系
統保存されていた一株
を区に里帰りさせる記
念植樹を行いました。

牧野博士が主人公の
モデルとなるNHK連続
テレビ小説「らんまん」 

（令和５年春放送予定） 

個人蔵

大泉中央公園

心身ともにリラックスできる
のびのびとした公園
Oizumi chuo koen

　園内には、チョウ類の楽園「ちょうの里」、大
きな芝生広場に砂場、野球場、競技場、四季の
広場などがあり、子どもから、おとしよりまで楽
しめる公園です。夏は噴水での水遊びが子ども
に大人気です。

大泉学園町9-4-3（大泉中央公園サービスセンター） 
☎3867-8096

子どもたちがゴーカートや自
転車に乗って楽しみながら交通
ルールを学べる公園です。信号
や横断歩道は実際の道路さなが
らです。

Oizumi kotsu koen

南大泉6-16-1　☎3924-0996
午前9時～午後5時

大泉交通公園

小泉牧場

地域に愛される
23区で唯一の牧場
Koizumi bokujo

小泉牧場は、昭和10年の創
業以来続く牧場で、乳牛専門と
して約25頭を飼育しています。
区主催の酪農体験や小学校で
の体験学習などを受け入れ、
「食」と「命」の大切さを学ぶ教
育の場として地域のつながりを
生み出しています。

大泉学園町2-1-24

※観光牧場ではないため、
一般の方の牛舎内の見学
はできません。

牧野記念庭園

植物が好きで好きでたまらなかった
植物学博士の庭園を訪ねる
Makino kinenteien 

日本の植物分類学の父とされる牧野富太郎博士が、昭和32年
に逝去されるまでの約30年間を過ごされた居宅跡地を庭園とし
て整備し、一般公開しています。サクラ‘センダイヤ’、スエコザサ、
ヘラノキなど、300種類以上の珍しい草木類が生育しています。

東大泉6-34-4　☎6904-6403
午前9時～午後5時

中里郷土の森

100年以上前からある
屋敷林を生かした公園で自然体験
Nakazato kyodo no mori

園内の「森の学習棟」で練馬の自然や生き
物について学べます。毎週日曜日には自然解
説員によるさまざまな体験型講座を実施して
います。

大泉町1-51-2　☎3922-3021
3月～9月：午前9時～午後5時
10月～2月：午前9時～午後4時30分

餌の順番も考えています。

消化がよくなるよう、

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

個人蔵

6・7月はホタル

観察会実施！

（事前予約）自然解説員が
サポート！
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大泉アニメゲート

アニメ発祥の地で
人気キャラと記念撮影

Oizumi anime gate

平 成27年にオープンした大 泉アニメ
ゲートは西武池袋線「大泉学園駅」の北口
からはじまる歩行者道路です。ジャパンアニ
メーション発祥の地・大泉の玄関口として、
練馬区ゆかりのキャラクター達の等身大の
ブロンズ製モニュメントがお出迎えするほ
か、アニメ作品の年表があるなど、「アニメ
のまち 練馬区」を体感できます。

西武池袋線 大泉学園駅北口直結の
ペデストリアンデッキ

Oizumigakuen
 Miharadai
 Doshida 

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

きままに ねりま
散歩

1 アトム「鉄腕アトム」
　手塚治虫さんは富士見台に虫プロダク
ションを創設し、練馬区から日本初の連続
TVアニメ「鉄腕アトム」が生まれました。

2 星野鉄郎・3 メーテル「銀河鉄道999」
　松本零士さんは50年以上も大泉に住み、
代表作「銀河鉄道999」の主題歌は大泉学
園 駅 の 発 車 メロ
ディ、車掌さんは名
誉駅長になってい
ます。

4 矢吹丈 「あしたのジョー」
　高森朝雄（梶原一騎）さん・ちばてつやさ
んはいずれも練馬区に長く在住し、名コンビ
によってボクシングマンガの金字塔「あした
のジョー」が誕生しました。

5 ラム 「うる星やつら」
　高橋留美子さんは30年近く練馬区で活
動し、「うる星やつら」「らんま1/2」をはじ
めとしたヒット作を生み出しています。大泉Jct

富士
街道

大泉通り

関越自動車道

西武池袋線

石神井公園

大泉学園
保谷

練馬IC

大泉中央公園

清水山の森

稲荷山憩いの森

小泉牧場
ファーマーズショップこぐれ村

大泉学園ゆめりあホール

大泉アニメゲート大泉交通公園 東映東京撮影所

リズモ大泉学園

牧野記念庭園

お花見ポイント

大泉学園・三原台・土支田エリアMAP

中里郷土の森

等身大モニ
ュメントで知る練馬とアニメ

Monument

メーテル「銀河鉄道999」
©松本零士／零時社・東映アニメーション

矢吹丈「あしたのジョー」
©高森朝雄・ちばてつや／講談社

ラム「うる星やつら」
©高橋留美子／小学館

練馬区ゆかりのキャラクターを
活用したデザインマンホール

　大泉学園駅北口の３か所に練馬区ゆか
りのキャラクターのデザインマンホールを
設置しています。ぜひ足を運び、探してみ
てください！

東大泉2-10-5　☎5905-5115

　日本最大級を誇る映画・テレビの
量産スタジオが大泉にあります。
11,300坪を誇る敷地内で、年間に
映画は約40本、テレビ番組約150
本、CM約100本が生み出されてい
ます。日頃、見ている映像はここで
撮影されているかもしれませんよ。

Column

東大泉2-34-5

名作映画やテレビ番組を
生み出す東映東京撮影所
名作映画やテレビ番組を
生み出す東映東京撮影所

楽器の生演奏や肉声に適した音響効果を
持つ、客席数176席のホールです。絵画や
写真、工芸などの展示ができるギャラリーも
併設。

Oizumigakuen yumeria hall

大泉学園ゆめりあホール

東大泉1-29-1 ゆめりあ1内　☎5947-2351

東映アニメーションミュージアム

東映アニメーション
ミュージアム

無料で一日遊べる
“ジャパンアニメーション”の殿堂

Toei animation museum

東映アニメーションが製作した作品の貴重な資料や画
像を展示しています。アニメ映像を楽しめる大型タッチスク
リーンや、アニメの仕組みがわかるコーナーもあります。

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

リズモ大泉学園
Lizmo oizumi gakuen

大泉学園駅前の再開発複合ビルです。
カフェやショッピングが楽しめる商業施設
「グランエミオ大泉学園」や、区民事務所
が入っていて、毎日立ち寄りたくなる、便
利で楽しい施設です。大泉アニメゲートを
通り大泉学園駅に直結しています。
　東大泉1-28-1
※問合せ先、営業時間は店舗により異なります。

大泉学園駅北口の大泉妙延
寺前交差点近く
（東大泉1-27-25付近）

大泉学園駅北口のグラン
エミオ大泉学園入口近く
（東大泉1-28-1付近）

大泉学園駅北口ペデストリアン
デッキの階段下近く
（東大泉1-28-1付近）

©松本零士／零時社・東映アニメーション

©松本零士／零時社・東映アニメーション

©手塚プロダクション ©高森朝雄・
　ちばてつや／講談社

©高橋留美子／小学館1 23

練馬区わたしの便利帳194

２２０９練馬区8(SG40)企画後半2.indd   194２２０９練馬区8(SG40)企画後半2.indd   194 2022/08/19   10:46:422022/08/19   10:46:42



54

大泉アニメゲート

アニメ発祥の地で
人気キャラと記念撮影

Oizumi anime gate

平 成27年にオープンした大 泉アニメ
ゲートは西武池袋線「大泉学園駅」の北口
からはじまる歩行者道路です。ジャパンアニ
メーション発祥の地・大泉の玄関口として、
練馬区ゆかりのキャラクター達の等身大の
ブロンズ製モニュメントがお出迎えするほ
か、アニメ作品の年表があるなど、「アニメ
のまち 練馬区」を体感できます。

西武池袋線 大泉学園駅北口直結の
ペデストリアンデッキ

Oizumigakuen
 Miharadai
 Doshida 

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

きままに ねりま
散歩

1 アトム「鉄腕アトム」
　手塚治虫さんは富士見台に虫プロダク
ションを創設し、練馬区から日本初の連続
TVアニメ「鉄腕アトム」が生まれました。

2 星野鉄郎・3 メーテル「銀河鉄道999」
　松本零士さんは50年以上も大泉に住み、
代表作「銀河鉄道999」の主題歌は大泉学
園 駅 の 発 車 メロ
ディ、車掌さんは名
誉駅長になってい
ます。

4 矢吹丈 「あしたのジョー」
　高森朝雄（梶原一騎）さん・ちばてつやさ
んはいずれも練馬区に長く在住し、名コンビ
によってボクシングマンガの金字塔「あした
のジョー」が誕生しました。

5 ラム 「うる星やつら」
　高橋留美子さんは30年近く練馬区で活
動し、「うる星やつら」「らんま1/2」をはじ
めとしたヒット作を生み出しています。大泉Jct
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小泉牧場
ファーマーズショップこぐれ村

大泉学園ゆめりあホール

大泉アニメゲート大泉交通公園 東映東京撮影所

リズモ大泉学園

牧野記念庭園

お花見ポイント

大泉学園・三原台・土支田エリアMAP

中里郷土の森

等身大モニ
ュメントで知る練馬とアニメ

Monument

メーテル「銀河鉄道999」
©松本零士／零時社・東映アニメーション

矢吹丈「あしたのジョー」
©高森朝雄・ちばてつや／講談社

ラム「うる星やつら」
©高橋留美子／小学館

練馬区ゆかりのキャラクターを
活用したデザインマンホール

　大泉学園駅北口の３か所に練馬区ゆか
りのキャラクターのデザインマンホールを
設置しています。ぜひ足を運び、探してみ
てください！

東大泉2-10-5　☎5905-5115

　日本最大級を誇る映画・テレビの
量産スタジオが大泉にあります。
11,300坪を誇る敷地内で、年間に
映画は約40本、テレビ番組約150
本、CM約100本が生み出されてい
ます。日頃、見ている映像はここで
撮影されているかもしれませんよ。

Column

東大泉2-34-5

名作映画やテレビ番組を
生み出す東映東京撮影所
名作映画やテレビ番組を
生み出す東映東京撮影所

楽器の生演奏や肉声に適した音響効果を
持つ、客席数176席のホールです。絵画や
写真、工芸などの展示ができるギャラリーも
併設。

Oizumigakuen yumeria hall

大泉学園ゆめりあホール

東大泉1-29-1 ゆめりあ1内　☎5947-2351

東映アニメーションミュージアム

東映アニメーション
ミュージアム

無料で一日遊べる
“ジャパンアニメーション”の殿堂

Toei animation museum

東映アニメーションが製作した作品の貴重な資料や画
像を展示しています。アニメ映像を楽しめる大型タッチスク
リーンや、アニメの仕組みがわかるコーナーもあります。

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

リズモ大泉学園
Lizmo oizumi gakuen

大泉学園駅前の再開発複合ビルです。
カフェやショッピングが楽しめる商業施設
「グランエミオ大泉学園」や、区民事務所
が入っていて、毎日立ち寄りたくなる、便
利で楽しい施設です。大泉アニメゲートを
通り大泉学園駅に直結しています。
　東大泉1-28-1
※問合せ先、営業時間は店舗により異なります。

大泉学園駅北口の大泉妙延
寺前交差点近く
（東大泉1-27-25付近）

大泉学園駅北口のグラン
エミオ大泉学園入口近く
（東大泉1-28-1付近）

大泉学園駅北口ペデストリアン
デッキの階段下近く
（東大泉1-28-1付近）

©松本零士／零時社・東映アニメーション

©松本零士／零時社・東映アニメーション

©手塚プロダクション ©高森朝雄・
　ちばてつや／講談社

©高橋留美子／小学館1 23
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Hikarigaoka
Heiwadai
Hikawadai

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

　農地や屋敷林、樹林地などがまと
まって農の景観を形成している地区
を東京都が指定し、地域の方々とと
もに農の風景の保全と育成に努めて
います。区内では、高松１・２・３丁目
の一部と、南大泉３・４丁目が「農の
風景育成地区」に指定されており、
緑地や憩いの森、農業体験農園、練
馬果樹あるファームなど、潤いのあ
る農の風景を形成しています。

光が丘美術館

自然に囲まれた空間で
芸術を楽しみ、そばを味わう

Hikarigaoka bijutsukan 

　オーストリアのピアノメーカー・ベーゼンドルファー社の
「1000年祭グランドピアノ」を日本で唯一保有している美術
館。日本画や屏風絵とコラボしたピアノコンサートが人気です。
そば処「桔梗家」も併設。

田柄5-27-25   ☎3577-7041

“農の活きるまち練馬”〈農の風景育成地区〉Column

城北
中央公園

先人の叡智に
思いを馳せる
史跡公園

Johoku chuo koen

　野球場、陸上競技場、テニスコートがある城北地区最大の
運動公園。イチョウや桜、ケヤキなど、緑豊かで多くの方が
森林浴や散策に利用しています。奈良・平安時代当時の住
居を復元した登録文化財遺跡「栗原遺跡」（通常時は遺跡
保護のため入れません）もあります。

　「秋の陽公園」から「城北
中央公園」まで全長５キロ
メートルほど続く“グリーン
ベルト”。コナラ、クヌギなど
の木々が植えられている遊
歩道にはトイレや水道、ベン
チも設けられていて、ジョギ
ングや散歩、ちょっとした憩
いに利用されています。

氷川台1-3-1（城北中央公園サービスセンター）　☎3931-3650

田柄川緑道

ウォーキングで季節の
移り変わりを愉しむ

Tagaragawa ryokudo

錦1丁目、北町5丁目ほか
☎3994-8141

今日も泥だらけに

なっちゃった。

でも、サイコー!!

こどもの森

思い思いの“遊び方”で
遊びつくそう！

Kodomo no mori

　「自然×冒険×交流」がコンセプトの冒険遊
び専用の公園。木登り、泥遊び、虫捕りなど、
みどり豊かな練馬区の自然を生かした遊びは
まさに冒険！子どもたちを見守ってくれるプ
レーリーダーもいるので、安心して遊べます。

羽沢2-32-7   ☎5999-6200
３月～９月：午前9時～午後5時
10月～２月：午前9時～午後4時30分

南大泉3・4丁目高松1・2・3丁目の一部

四季の香ローズガーデン

香り彩る まちの庭

Shikinokaori rose garden

　香りを楽しむ「香りのローズガーデン」、バラの色を楽しむ「色彩のローズガーデ
ン」、五感で楽しむ「香りのハーブガーデン」の３つのガーデンを擁する庭園です。シン
ボルローズ“四季の香”をはじめとするバラ約320品種460株のほか、ハーブなどさ
まざまな植物が皆様をお出迎えします。春と秋のバラの見ごろには、ガーデンコンサー
トやみどりに関する講座など魅力的なイベントを開催しています。

光が丘5-2-6　☎6904-2061　　午前9時～午後5時 シンボルローズ“四季の香”

香りのハーブガーデン色彩のローズガーデン香りのローズガーデン

練馬区わたしの便利帳196
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Hikarigaoka
Heiwadai
Hikawadai

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

HikarigaokaHikarigaoka

　農地や屋敷林、樹林地などがまと
まって農の景観を形成している地区
を東京都が指定し、地域の方々とと
もに農の風景の保全と育成に努めて
います。区内では、高松１・２・３丁目
の一部と、南大泉３・４丁目が「農の
風景育成地区」に指定されており、
緑地や憩いの森、農業体験農園、練
馬果樹あるファームなど、潤いのあ
る農の風景を形成しています。

光が丘美術館

自然に囲まれた空間で
芸術を楽しみ、そばを味わう

Hikarigaoka bijutsukan 

　オーストリアのピアノメーカー・ベーゼンドルファー社の
「1000年祭グランドピアノ」を日本で唯一保有している美術
館。日本画や屏風絵とコラボしたピアノコンサートが人気です。
そば処「桔梗家」も併設。

田柄5-27-25   ☎3577-7041

“農の活きるまち練馬”〈農の風景育成地区〉Column

城北
中央公園

先人の叡智に
思いを馳せる
史跡公園

Johoku chuo koen

　野球場、陸上競技場、テニスコートがある城北地区最大の
運動公園。イチョウや桜、ケヤキなど、緑豊かで多くの方が
森林浴や散策に利用しています。奈良・平安時代当時の住
居を復元した登録文化財遺跡「栗原遺跡」（通常時は遺跡
保護のため入れません）もあります。

　「秋の陽公園」から「城北
中央公園」まで全長５キロ
メートルほど続く“グリーン
ベルト”。コナラ、クヌギなど
の木々が植えられている遊
歩道にはトイレや水道、ベン
チも設けられていて、ジョギ
ングや散歩、ちょっとした憩
いに利用されています。

氷川台1-3-1（城北中央公園サービスセンター）　☎3931-3650

田柄川緑道

ウォーキングで季節の
移り変わりを愉しむ

Tagaragawa ryokudo

錦1丁目、北町5丁目ほか
☎3994-8141

今日も泥だらけに

なっちゃった。

でも、サイコー!!

こどもの森

思い思いの“遊び方”で
遊びつくそう！

Kodomo no mori

　「自然×冒険×交流」がコンセプトの冒険遊
び専用の公園。木登り、泥遊び、虫捕りなど、
みどり豊かな練馬区の自然を生かした遊びは
まさに冒険！子どもたちを見守ってくれるプ
レーリーダーもいるので、安心して遊べます。

羽沢2-32-7   ☎5999-6200
３月～９月：午前9時～午後5時
10月～２月：午前9時～午後4時30分

南大泉3・4丁目高松1・2・3丁目の一部

四季の香ローズガーデン

香り彩る まちの庭

Shikinokaori rose garden

　香りを楽しむ「香りのローズガーデン」、バラの色を楽しむ「色彩のローズガーデ
ン」、五感で楽しむ「香りのハーブガーデン」の３つのガーデンを擁する庭園です。シン
ボルローズ“四季の香”をはじめとするバラ約320品種460株のほか、ハーブなどさ
まざまな植物が皆様をお出迎えします。春と秋のバラの見ごろには、ガーデンコンサー
トやみどりに関する講座など魅力的なイベントを開催しています。

光が丘5-2-6　☎6904-2061　　午前9時～午後5時 シンボルローズ“四季の香”

香りのハーブガーデン色彩のローズガーデン香りのローズガーデン
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光が丘・平和台・氷川台エリアMAP
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Shikinokaori koen

四季の香公園

光が丘6-2-1　☎3994-8141

　園内には、四季折々の植物が植えられて
います。「ローズガーデン」が人気スポット
です。　➡P197

　光が丘団地を南北に抜ける公園です。
桜の木も多く、花見スポットとして親しまれ
ています。

Harunokaze koen

春の風公園

　南北に長い並木道が特徴。子ども用の
アスレチック遊具やジャブジャブ池、テニス
コートなど遊び場も満載です。

Natsunokumo koen

夏の雲公園

カワセミ、アオサギなど年間約70種類の野鳥を観察できるバードサンクチュアリ

　季節によって観察できる野鳥の数が違い、真冬が
一番集まる時期です。通は、自分が見たい野鳥の好
む場所を知っているのだとか。ブログにイベントや野
鳥の情報も掲載しています。入場は無料。常駐する
スタッフに観察のコツを聞くこともできます。

光が丘公園

整備された身近な自然は
区民の憩いの場

Hikarigaoka koen

　広さ約60ヘクタールの区内最大の公園です。
春は桜、秋には園全体が赤く色づき、紅葉狩りが
楽しめます。特に樹齢100年を超す約40本のイ
チョウ並木と広大な芝生広場が有名です。
　周りの住宅地とつながる道が各所にあり、散歩、
放課後の憩いの場・勉強場所、木かげで昼寝タイ
ムなど、住民の日常を潤す存在となっています。
　夏の風物詩「けやき広場」の噴水と水流は子ど
もの水遊びの場として利用されています。

光が丘4-1-1（光が丘公園サービスセンター）
☎3977-7638

光が丘の区立4公園

春の風、夏の雲、四季の香。
そして田んぼのある秋の陽公園

Hikarigaoka no kuritsu 4koen

Hikarigaoka
Heiwadai
Hikawadai

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

毎週土・日・祝休日の午前9時～午後4時30分
※年10回程度、平日にも開園

貴重な稲作体験の場

　秋の陽公園の田んぼでは、毎
年、近隣の小学校と一緒に「田植
え」や「稲刈り」「田起こし」を行っ
ています。刈り取った稲は、脱穀後
に参加した学校へ配られ、年末の
もちつきに使う学校もあります。

　所蔵数約38万点の区内最大の図書
館です。みどり豊かな公園の中にあ
り、明るく開放的な雰囲気です。

Hikarigaoka toshokan

光が丘図書館

　田んぼのある公園です。春の田植え、夏の青田、
秋には黄金色の稲穂の波に稲刈り、早春のレンゲ
の花など、四季折々の田園風景が楽しめます。ま
た、田んぼのほかにため池、田柄用水をイメージし
たせせらぎ、長屋門をイメージした門などがあり、
かつての田園風景が再現されています。

Akinohi koen

秋の陽公園

光が丘4-1-5   ☎5383-6500
平日：午前９時～午後8時
土・日・祝休日：午前９時～午後7時

　光が丘3-4-1
☎3994-8141（全般）
☎5997-7630（テニスコート）

光が丘7-4-1　☎3994-8141

光が丘2-5-2   ☎3994-8141

ひろーい敷地は
四季の変化も
楽しめます。

毎年もち米
を植えつけ

ており、

例年約120
キロの収穫

があります

H i k a r i g a oka koen

きままに ねりま
散歩

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

　温水プールやトレーニング室、ランニ
ングコースなどを設置している体育館
です。健康体力相談もできます。 

Hikarigaoka taiikukan

光が丘体育館

光が丘4-1-4　☎5383-6611
午前９時～午後9時30分

H i k a r i g a oka koen

練馬区わたしの便利帳198
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Shikinokaori koen

四季の香公園

光が丘6-2-1　☎3994-8141

　園内には、四季折々の植物が植えられて
います。「ローズガーデン」が人気スポット
です。　➡P197

　光が丘団地を南北に抜ける公園です。
桜の木も多く、花見スポットとして親しまれ
ています。

Harunokaze koen

春の風公園

　南北に長い並木道が特徴。子ども用の
アスレチック遊具やジャブジャブ池、テニス
コートなど遊び場も満載です。

Natsunokumo koen

夏の雲公園

カワセミ、アオサギなど年間約70種類の野鳥を観察できるバードサンクチュアリ

　季節によって観察できる野鳥の数が違い、真冬が
一番集まる時期です。通は、自分が見たい野鳥の好
む場所を知っているのだとか。ブログにイベントや野
鳥の情報も掲載しています。入場は無料。常駐する
スタッフに観察のコツを聞くこともできます。

光が丘公園

整備された身近な自然は
区民の憩いの場

Hikarigaoka koen

　広さ約60ヘクタールの区内最大の公園です。
春は桜、秋には園全体が赤く色づき、紅葉狩りが
楽しめます。特に樹齢100年を超す約40本のイ
チョウ並木と広大な芝生広場が有名です。
　周りの住宅地とつながる道が各所にあり、散歩、
放課後の憩いの場・勉強場所、木かげで昼寝タイ
ムなど、住民の日常を潤す存在となっています。
　夏の風物詩「けやき広場」の噴水と水流は子ど
もの水遊びの場として利用されています。

光が丘4-1-1（光が丘公園サービスセンター）
☎3977-7638

光が丘の区立4公園

春の風、夏の雲、四季の香。
そして田んぼのある秋の陽公園

Hikarigaoka no kuritsu 4koen

Hikarigaoka
Heiwadai
Hikawadai

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

毎週土・日・祝休日の午前9時～午後4時30分
※年10回程度、平日にも開園

貴重な稲作体験の場

　秋の陽公園の田んぼでは、毎
年、近隣の小学校と一緒に「田植
え」や「稲刈り」「田起こし」を行っ
ています。刈り取った稲は、脱穀後
に参加した学校へ配られ、年末の
もちつきに使う学校もあります。

　所蔵数約38万点の区内最大の図書
館です。みどり豊かな公園の中にあ
り、明るく開放的な雰囲気です。

Hikarigaoka toshokan

光が丘図書館

　田んぼのある公園です。春の田植え、夏の青田、
秋には黄金色の稲穂の波に稲刈り、早春のレンゲ
の花など、四季折々の田園風景が楽しめます。ま
た、田んぼのほかにため池、田柄用水をイメージし
たせせらぎ、長屋門をイメージした門などがあり、
かつての田園風景が再現されています。

Akinohi koen

秋の陽公園

光が丘4-1-5   ☎5383-6500
平日：午前９時～午後8時
土・日・祝休日：午前９時～午後7時

　光が丘3-4-1
☎3994-8141（全般）
☎5997-7630（テニスコート）

光が丘7-4-1　☎3994-8141

光が丘2-5-2   ☎3994-8141

ひろーい敷地は
四季の変化も
楽しめます。

毎年もち米
を植えつけ

ており、

例年約120
キロの収穫

があります

H i k a r i g a oka koen

きままに ねりま
散歩

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

　温水プールやトレーニング室、ランニ
ングコースなどを設置している体育館
です。健康体力相談もできます。 

Hikarigaoka taiikukan

光が丘体育館

光が丘4-1-4　☎5383-6611
午前９時～午後9時30分

H i k a r i g a oka koen
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Nerima
Ekoda
Nakamurabashi

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

平成つつじ公園

赤、ピンク、白に染まる
春の光景は圧巻です！
Heisei Tsutsuji koen

練馬駅から徒歩1分。およそ600種、
10,000株のツツジが植えられている公
園です。３月下旬から５月下旬にかけて花
が咲き、特に久留米ツツジの品種が多く、
４月中旬に見頃を迎えます。

練馬1-17-6　☎3994-8141

　コンサートや演劇などの公演が
行われる練馬の文化発信拠点で
す。講演会や研修などにも利用
できます。

Nerima bunka center

練馬文化センター

練馬1-17-37　☎3993-3311

練馬総合運動場公園

豊かなみどりに囲まれた
公認陸上競技場
Nerima sougo undoujo koen

　平成31年4月に練馬区初の公認陸上競技場を
備えた公園として開園。全天候舗装の400mト
ラックや人工芝グラウンド（63m×105m）のほ
か、多目的広場や会議室などもあります。

練馬2-29-10　☎3994-3086
午前6時～午後7時

　ココネリの3階にあり、区内の観光
スポットやイベント情報など区の魅力
を案内しています。観光情報冊子の
閲覧もできます。区内名産品やねり
丸グッズも販売中。

　豊島園駅から徒歩５分の場所にある練馬白
山神社。そこには樹齢約900年とされる1株の
大ケヤキがあります。全国有数の大きさで、国
の天然記念物に指定されています。

Nerima hakusanjinja no okeyaki 

練馬白山神社の大ケヤキ

練馬4-1-2

　江古田駅北口から徒歩１分
の浅間神社境内にあり、塚の
一部が富士山の溶岩で覆われ
た都内最大級の富士塚です。
国の重要有形民俗文化財に
指定されています。

Ekoda no fujizuka

江古田の富士塚

小竹町1-59-2

　練馬駅北口から徒歩1分の大型複合施
設です。ショッピングが楽しめる商業施
設や、区民協働交流センター、医療施設
などが入っています。

Coconeri

ココネリ

練馬1-17-1　☎3991-8101　 午前9時～午後9時
喫茶・軽食コーナー（区民協働交流センター内）

午前10時30分～午後6時30分（提供時間に変動あり）

　区役所本庁舎20階展望ロビーは、地上80メートルの高
さから富士山や東京スカイツリーなどの眺望が楽しめる区内
最高のビューポイントです。
　練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」が展望ロビーのコ
ンシェルジュ（案内役）となり、各種案内板に登場して景色を
ご案内するほか、一緒に記念撮影ができるスポットも設置さ
れています。

Nerima kuyakusho tenbo roby

練馬区役所展望ロビー

豊玉北6-12-1　 午前9時～午後9時30分

CoconeriNerima kanko annaijo

ねりま観光案内所

※令和4年10月15日から令和6
年春頃まで改修工事のため利
用を休止します。
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Nerima
Ekoda
Nakamurabashi

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

NakamurabashiNakamurabashiNakamurabashiNakamurabashiNakamurabashi

平成つつじ公園

赤、ピンク、白に染まる
春の光景は圧巻です！
Heisei Tsutsuji koen

練馬駅から徒歩1分。およそ600種、
10,000株のツツジが植えられている公
園です。３月下旬から５月下旬にかけて花
が咲き、特に久留米ツツジの品種が多く、
４月中旬に見頃を迎えます。

練馬1-17-6　☎3994-8141

　コンサートや演劇などの公演が
行われる練馬の文化発信拠点で
す。講演会や研修などにも利用
できます。

Nerima bunka center

練馬文化センター

練馬1-17-37　☎3993-3311

練馬総合運動場公園

豊かなみどりに囲まれた
公認陸上競技場
Nerima sougo undoujo koen

　平成31年4月に練馬区初の公認陸上競技場を
備えた公園として開園。全天候舗装の400mト
ラックや人工芝グラウンド（63m×105m）のほ
か、多目的広場や会議室などもあります。

練馬2-29-10　☎3994-3086
午前6時～午後7時

　ココネリの3階にあり、区内の観光
スポットやイベント情報など区の魅力
を案内しています。観光情報冊子の
閲覧もできます。区内名産品やねり
丸グッズも販売中。

　豊島園駅から徒歩５分の場所にある練馬白
山神社。そこには樹齢約900年とされる1株の
大ケヤキがあります。全国有数の大きさで、国
の天然記念物に指定されています。

Nerima hakusanjinja no okeyaki 

練馬白山神社の大ケヤキ

練馬4-1-2

　江古田駅北口から徒歩１分
の浅間神社境内にあり、塚の
一部が富士山の溶岩で覆われ
た都内最大級の富士塚です。
国の重要有形民俗文化財に
指定されています。

Ekoda no fujizuka

江古田の富士塚

小竹町1-59-2

　練馬駅北口から徒歩1分の大型複合施
設です。ショッピングが楽しめる商業施
設や、区民協働交流センター、医療施設
などが入っています。

Coconeri

ココネリ

練馬1-17-1　☎3991-8101　 午前9時～午後9時
喫茶・軽食コーナー（区民協働交流センター内）

午前10時30分～午後6時30分（提供時間に変動あり）

　区役所本庁舎20階展望ロビーは、地上80メートルの高
さから富士山や東京スカイツリーなどの眺望が楽しめる区内
最高のビューポイントです。
　練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」が展望ロビーのコ
ンシェルジュ（案内役）となり、各種案内板に登場して景色を
ご案内するほか、一緒に記念撮影ができるスポットも設置さ
れています。

Nerima kuyakusho tenbo roby

練馬区役所展望ロビー

豊玉北6-12-1　 午前9時～午後9時30分

CoconeriNerima kanko annaijo

ねりま観光案内所

※令和4年10月15日から令和6
年春頃まで改修工事のため利
用を休止します。
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練馬・江古田・中村橋エリア

美術の森緑地

子どもたちの感性を
刺激する“遊べる”
アートスポットへ行こう

Bijutsu no mori ryokuchi 

美術の森に、
不思議な動物たちが住みついた。
“幻想美術動物園”
　一部の彫刻は、触っても座ってもい
い「遊べるアート」。作品のまわりには
ゴムチップ、天然芝が敷き詰められて
いて、安全性にも配慮されています。

アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

Nerimakuritsu bijutsu kan

練馬区立美術館
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迎え
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4 m！
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中村橋

練馬高野台

練馬春日町

平成つつじ公園平成つつじ公園
練馬文化センター練馬文化センター

向山庭園向山庭園

江古田の富士塚江古田の富士塚

練馬白山神社の大ケヤキ練馬白山神社の大ケヤキ

ココネリ
ねりま観光案内所
ココネリ
ねりま観光案内所

美術の森緑地・
練馬区立美術館
美術の森緑地・
練馬区立美術館

豊玉中いっちょうめ公園豊玉中いっちょうめ公園

総合園芸センター
ふれあいの里
総合園芸センター
ふれあいの里

練馬総合運動場公園練馬総合運動場公園

練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー
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アイコンの説明：　 住所　　問合せ　　時間　 入場料が必要 ※営業時間や利用料金など詳細については、直接各施設へお問い合わせください。￥ 

練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー練馬区役所展望ロビー
お花見ポイント

MAP

向山庭園

住宅街に佇むみどりいっぱいの日本庭園

Koyama teien

豊島園駅から徒歩3分の場所にある和
風の区立施設です。３つの和室に多目的
室、池の畔に茶室があります。区民の
「和」の文化活動の拠点として交流とさま
ざまな活動の支援を行っています。

夜景がロマンチック

手入れの行き届い
た庭園は、季節ごと
に美しい花々が咲き
誇る。桜と紅葉の時
期はライトアップも。

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

きままに ねりま
散歩

練馬区立美術館は中村橋駅から徒
歩３分。日本の近現代美術を中心に、
斬新な視点でさまざまな展覧会を開
催しています。その隣にはみどりの広
場「美術の森緑地」があり、32体の動
物などの彫刻がお出迎え。区のアート
＆グリーンスポットとして、美術館と一
緒にお楽しみください。

貫井1-36-16　☎3577-1821
午前10時～午後6時 ￥ 

気 に な る
モ ノ ・ コ ト

♥

向山3-1-21　☎3926-7810
午前9時～午後9時30分　※庭園散策は午後5時まで　

　23区内で最も公園の数が多い練馬区。区内には魅
力あふれる公園がたくさんあります。
　「豊玉中いっちょうめ公園」は、地域の方と日本大
学芸術学部との協働により全面改修を進め、令和2
年にリニューアルした公園です。園内には、デザイン遊
具やねり丸遊具などが設置されています。リニューア
ルと同時に地域の方による清掃などの自主管理もス
タートしました。

Column

豊玉中1-23-4

公園数23区ナンバー1！
さらに充実、ねりまの公園
公園数23区ナンバー1！
さらに充実、ねりまの公園
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場「美術の森緑地」があり、32体の動
物などの彫刻がお出迎え。区のアート
＆グリーンスポットとして、美術館と一
緒にお楽しみください。
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力あふれる公園がたくさんあります。
　「豊玉中いっちょうめ公園」は、地域の方と日本大
学芸術学部との協働により全面改修を進め、令和2
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練馬の都市農業の魅力
がたっぷり詰まったPR
動画を公開中です。

　年間を通じて、練馬産野菜の収穫体験や練馬大根引っこ抜き競技
大会など、農業都市ならではのさまざまなイベントを開催しています。

都市農業の魅力を満喫！

　区内で生産されているブルーベ
リーやカキ、ブドウなどの果樹を直接
摘み取ったり、直売所で購入すること
ができる農園です。
　ブルーベリー観光農園は区内に約
30か所あり、6月から9月の期間で
開園し、摘み取りを楽しむことができ
ます。

練馬区は大都市東京にありながら、
住宅地の中に農地があり、農業が産業として営まれている世界的にも稀有なまちです。

練馬だからこそ楽しめる「採れたて」「摘みたて」「体験」で “農ある暮らし”を満喫してみませんか。

　「練馬大根」や秋野菜の収穫
体験ができます。収穫した野菜
は持ち帰ることができます。

　伝統野菜「練馬大根」を抜いた本数や
長さを競います。収穫した練馬大根は、
翌日以降に全区立小中学校の給食で提
供されます。

体験イベント

区民農園・農業体験農園
練馬区公式アプリ「とれたてねりま」

配信しています
　区内の農家が開設し、経営・管理している農園です。農園
主の指導を受けながら、野菜の作付けから収穫まで体験で
きるので、初心者の方も安心して取り組めます。

　農家から借りた
農地を区が整備
し、区民の方に貸
し出しています。自
宅の近所で気軽に
野菜づくりや収穫
を楽しめます。

自分で育ててみよう！

　「マルシェ」は、旬の練馬産農産物を農業者自らが販売するイベントです。
採れたて野菜や果物だけでなく、区内の飲食店による練馬産農産物を
使った料理・お酒なども販売されています。生産者から直接買うことので
きる安心感や食材の美味しい食べ方などについて直接話ができることが
魅力です。

J A東京あおば  農産物直売所
　JA東京あおばの農産物直売所では、地域の生産
者が納入した採れたての農産物を販売していま
す。安くて新鮮な野菜や果物などを気軽に購入で
きると好評で、午前中に売り切れてしまうこともあ
ります。

※営業日時は直売所により異なります。

　桜台3-35-18
　3991-8711☎

　大泉学園町2-12-17
　3925-3113☎

石神井町5-11-7
　3995-3132☎

春日町1-17-34
　3999-7851☎

とれたて村 石神井練馬地区
アグリセンター

総合園芸センター
ふれあいの里

ファーマーズショップ
こぐれ村

※イベントの開催時期・農園の利用申し込み方法は、
　「ねりま区報」、区ホームページでお知らせします。

　区役所アトリウムにある農産物自動販
売機「ねり丸直売所」では、区内農業者が
生産した採れたての農産物や加工品を販
売しています。
　季節ごとにガラリと変わる練馬の旬を
ぜひお楽しみください。

　農産物直売所や練馬産農産物を使用しているお店、収穫体験
などのイベント情報を調べられるアプリです。
　直売所で売っている農産物のこだわりを農家さん自身が農家
さんならではの視点で発信しています。アプリを使って、区内の
畑にぜひ足を運んでみてください。

　23区唯一の牧場で、乳しぼり
体験などができます。
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練馬の都市農業の魅力
がたっぷり詰まったPR
動画を公開中です。

　年間を通じて、練馬産野菜の収穫体験や練馬大根引っこ抜き競技
大会など、農業都市ならではのさまざまなイベントを開催しています。

都市農業の魅力を満喫！

　区内で生産されているブルーベ
リーやカキ、ブドウなどの果樹を直接
摘み取ったり、直売所で購入すること
ができる農園です。
　ブルーベリー観光農園は区内に約
30か所あり、6月から9月の期間で
開園し、摘み取りを楽しむことができ
ます。

練馬区は大都市東京にありながら、
住宅地の中に農地があり、農業が産業として営まれている世界的にも稀有なまちです。

練馬だからこそ楽しめる「採れたて」「摘みたて」「体験」で “農ある暮らし”を満喫してみませんか。

　「練馬大根」や秋野菜の収穫
体験ができます。収穫した野菜
は持ち帰ることができます。

　伝統野菜「練馬大根」を抜いた本数や
長さを競います。収穫した練馬大根は、
翌日以降に全区立小中学校の給食で提
供されます。

体験イベント

区民農園・農業体験農園
練馬区公式アプリ「とれたてねりま」

配信しています
　区内の農家が開設し、経営・管理している農園です。農園
主の指導を受けながら、野菜の作付けから収穫まで体験で
きるので、初心者の方も安心して取り組めます。

　農家から借りた
農地を区が整備
し、区民の方に貸
し出しています。自
宅の近所で気軽に
野菜づくりや収穫
を楽しめます。

自分で育ててみよう！

　「マルシェ」は、旬の練馬産農産物を農業者自らが販売するイベントです。
採れたて野菜や果物だけでなく、区内の飲食店による練馬産農産物を
使った料理・お酒なども販売されています。生産者から直接買うことので
きる安心感や食材の美味しい食べ方などについて直接話ができることが
魅力です。

J A東京あおば  農産物直売所
　JA東京あおばの農産物直売所では、地域の生産
者が納入した採れたての農産物を販売していま
す。安くて新鮮な野菜や果物などを気軽に購入で
きると好評で、午前中に売り切れてしまうこともあ
ります。

※営業日時は直売所により異なります。

　桜台3-35-18
　3991-8711☎

　大泉学園町2-12-17
　3925-3113☎

石神井町5-11-7
　3995-3132☎

春日町1-17-34
　3999-7851☎

とれたて村 石神井練馬地区
アグリセンター

総合園芸センター
ふれあいの里

ファーマーズショップ
こぐれ村

※イベントの開催時期・農園の利用申し込み方法は、
　「ねりま区報」、区ホームページでお知らせします。

　区役所アトリウムにある農産物自動販
売機「ねり丸直売所」では、区内農業者が
生産した採れたての農産物や加工品を販
売しています。
　季節ごとにガラリと変わる練馬の旬を
ぜひお楽しみください。

　農産物直売所や練馬産農産物を使用しているお店、収穫体験
などのイベント情報を調べられるアプリです。
　直売所で売っている農産物のこだわりを農家さん自身が農家
さんならではの視点で発信しています。アプリを使って、区内の
畑にぜひ足を運んでみてください。

　23区唯一の牧場で、乳しぼり
体験などができます。
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『住みよい』が

練馬区の住みごこちを聞いたところ、
「住みよい」（41.3％）が約4割、「まあ
住みよい」（53.1％）が5割を超えてお
り、この2つを合わせた『肯定的評価』
（94.4％）は9割半ばとなりました。

練馬区への

愛着
練馬区への

愛着

憩いと遊びの場がたくさん

公園および児童遊園の数

人口

練馬区に愛着を感じるか聞いたところ、「愛着
を感じる」（35.0％）と「どちらかというと愛着
を感じる」（41.2％）を合わせた76.3％の人
が『感じる』と回答しています。

23区の中で2位の

9 割半ば9 割半ば
『感じる』が

7割台半ばを
　　　　超える
7割台半ばを
　　　　超える

さまざまな統計資料の数字から、
練馬区の特徴が見えてきました。

練馬が見えてきた！
DATAで見る練馬区の特徴

※令和4年8月1日現在（住民基本台帳による）

東京都総面積の約2.2％
23区の総面積の約7.7％
23区の中では5番目の面積

48.08㎢
面積

練馬区の

住みごこち
練馬区の

住みごこち

生産緑地地区172.57ヘクタール、

宅地化農地 16.11ヘクタール

23区内で1位

農の豊かさを実感

練馬区内農地面積

188.68へクタール
内 訳

※令和3年1月1日現在

694か所
23区内で1位

※令和4年4月1日現在

都立:4か所

区立:471か所

児童遊園：219か所

内 訳

区民意識意向調査
（令和3年度調査）

練馬区が

住みよいと感じるところ
練馬区が

住みよいと感じるところ
「みどりが豊かで環境がよい」（49.8％）が5割近く
と最も多く、次いで「治安が比較的よい」（48.2％）、
「買い物がしやすい」（48.0％）、「交通の便がよい」
（38.2％）などの順となっています。

治安が比較的よい

2位2位みどりが豊かで

環境がよい

1位1位

73万9,187人

練馬区わたしの便利帳206
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編集・発行／練馬区 区長室広聴広報課
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1

☎03-3993-1111（代） FAX03-3993-1194
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写真協力／一般社団法人 練馬区産業振興公社ねりま観光センター

石神井公園ふるさと文化館／石神井公園ふるさと文化館 分室／石神井松の風文化公園／
石神井公園 ／ちひろ美術館・東京／武蔵関公園／立野公園と千川上水／石神井観光案内所／

石神井・武蔵関・練馬高野台エリア

大泉アニメゲート／東映アニメーションミュージアム／リズモ大泉学園／大泉学園ゆめりあホール／
牧野記念庭園／小泉牧場／大泉交通公園／清水山の森・稲荷山憩いの森／中里郷土の森／
大泉中央公園／

大泉学園・三原台・土支田エリア

光が丘公園／秋の陽公園／春の風公園／四季の香公園／夏の雲公園／
光が丘美術館／四季の香ローズガーデン／こどもの森／田柄川緑道／
城北中央公園／

光が丘・平和台・氷川台エリア

向山庭園／美術の森緑地／練馬区立美術館／平成つつじ公園／
練馬文化センター／ココネリ／練馬総合運動場公園／練馬白山神社の大ケヤキ／
江古田の富士塚／練馬区役所展望ロビー／

練馬・江古田・中村橋エリア

DATAで見る練馬区の特徴
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Column マルシェで旬を感じよう／照姫に想いをよせて

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、施設利用や
事業実施内容などに変更が生じる場合があります。
最新の情報は区ホームページでご確認ください。
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情報ツールを使って
最新情報を手に入れよう
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この便利帳は、原則として令和4年8月1日現在の情報を掲
載しています。内容に変更があるときは、ねりま区報・練馬
区ホームページ（https://www.city.nerima.tokyo.jp/）
などでお知らせします。
問合せ先（　 ）は、直通番号を掲載しています（一部を除く）。 
なお、代表番号も従来どおりご利用いただけます。
電話番号に市外局番の記載がない場合は、市外局番は「03」
です。

各事業・サービスについては、主な情報を掲載しています。
詳しくお知りになりたいときは、問合せ先（ 　）までお尋ねく
ださい。
広告の内容に関するお問い合わせは、直接、広告に掲載され
ている連絡先へお願いします。
電話番号のおかけ間違いのないようにお願いします。
無断で複写、転載することはご遠慮ください。

問

問

「ツツジ」は、4月から5月に
かけて赤、白、紫などの花
を咲かせます。

「コブシ」は、3月下旬から4
月上旬にかけて、若葉の出
る前に白い花を咲かせます。
花には芳香があり、私たち
を楽しませてくれます。

美しい花とみどり豊かな、住みよいまちづくりを進めるために、昭和46年4月、区のシンボルになる花と木を区民から公募し、
花には「ツツジ」、木には「コブシ」を選定しました。

まえ か わ 　 あき お

令和4年10月

練馬区長 前川 燿男

「みどりの風吹くまち」へようこそ
　区民の皆様には、日頃から練馬区政にご理解とご協力をいただき、心から感謝

申し上げます。

　去る４月の区長選挙において、引き続き区長の重責を担うことになりました。

お約束した「改革ねりま第Ⅲ章」を必ず成し遂げるため、全力を尽くしていきます。

引き続き、皆様のお力添えをお願い申し上げます。

　『わたしの便利帳』は、区のさまざまなサービスや施設のご案内、区政に関する情

報、豊かなみどりに恵まれた区の魅力などを一冊にまとめたものです。各種生活相

談窓口の案内や、防災についての特集を掲載しておりますので、皆様のお手元に置

いていただき、日常生活のさまざまな場面でお役立ていただければ幸いです。
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☎03-3993-1111（代表）  
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