
新型コロナウイルス感染症に関する各種相談案内
※対象・支援内容など詳しくは、お問い合わせください。

遊んだり、散歩したりすることは「不要
不急には当たらない」とされています。 

   この区政報告では、新型コロナに関連
する相談先や児童虐待・DVの通告、相
談先もまとめて載せました。必要な支援
が必要な方に届きますように。そして一
日でも早くコロナが落ち着き新しい日常
を迎えられますように。

●昭和54年蓮根生まれ　41歳　家族：妻と子ふたり（3歳と0歳児子育て中） 
●2015年初当選　現在2期目 
　企画総務委員会、子ども家庭支援調査特別委員会理事 
●ミズベリングいたばし、いたばし対話プラス共同代表 
●ひいらぎ保育園、志村第六小学校、志村第三中学校、板橋高等学校卒 
●5年間のサラリーマン勤務の後、スリランカ内戦地域で支援活動 
●NZ留学を経て28歳で慶應義塾大学入学 
  （卒業式学位記授与代表生） 
●ボーイスカウト板橋第四団・隊長 
●SVP TOKYO パートナー　子どもアドボケイト要請講座・修了 
●志村消防団本団・班長

ご意見、街のこと、住みたい街の未来像、お聞かせください 
間中りんぺいは対話を第一に考えます

間中りんぺいプロフィール

FacebookLINE ホームページ インスタグラム

令和3年2月

〒174-0051　東京都板橋区小豆沢2―21－1－201 
TEL　080－3442－1520　FAX　03－6886－8417 
Email　rinpeimanaka@gmail.com

テイクアウト飲食支援

　ワクチンを保存するためのディープフ
リーザー（冷凍庫）が２月中に配備さ
れ、３月には先ず高齢者を対象に区から
ワクチン接種のクーポン券を郵送、その
後、高齢者以外にもクーポン券を郵送
し、指定会場で接種が受けられるように
なる予定です（区政報告作成時点では、
接種会場や接種開始の時期などまだ検討
中で決まっていません）。 

　ワクチンについては地域の方々から
「副反応はないの？効果はあるの？」
「大丈夫なの？」とよく聞かれますが、
これについては、最終的には個人の判断
で打たざるを得ません。疾病予防という

板橋区でもワクチン接種の体制準備が進んでいます

公益に繋がるとは言え、一定の副反応が
出るかもしれません。私個人としては、
信頼できる情報を出来る限りシェアしま
すし、区には区民への丁寧な説明も求め
て参りますが、最終的には個々人がリス
クを総合的に評価し接種をするしかない
と思っています。 

「自粛警察」と呼ばれるような、過度な
不安行動にも気をつけたいものです。日
常のマスクは当たり前になりましたが、
病気や感覚過敏でマスクを付けられない
方もいますし、２歳未満の子どもへのマ
スク着用は窒息リスクを伴う危険がある
とも言われます。また子ども達が公園で

個別のご相談がありましたらお気軽にご連絡下さい 

080-3442-1520
rinpeimanaka@gmail.com

テイクアウト飲食店支援

間中りんぺいの試み

間中りんぺいの試み

内容 問合せ先

総合相談

住民税・軽自動車税
（種別割）の納付相談

納税課　 
電話番号3579-2138 
2141・2135・2145

介護保険料の減免・納
付相談

介護保険課資格保険料係 
電話番号3579-2359

国民健康保険料の減
免・納付相談

•減免について…国保年金課資格賦課グル
ープ　電話番号3579-2406 
•納付相談について…国保年金課国保収納
グループ　電話番号3579-2409

生活相談
•板橋福祉事務所　電話番号3579-2322 
•赤塚福祉事務所　電話番号3938-5126 
•志村福祉事務所　電話番号3968-2331

外国人向けの生活相談
東京都外国人新型コロナ生活相談センター　
電話番号0120-296-004 
（平日、午前10時から午後5時）

返済猶予

板橋区福祉資金の返済
猶予

福祉部管理課福祉資金係 
電話番号3579-2353

都営住宅使用料の減免
支払延長など

JKK東京お客さまセンター 
電話番号0570-03-0071 
電話番号6279-2652 
（いずれも平日午前9時から午後6時）

内容 問合せ先

給付・ 
助成金

ひとり親世帯臨時特別
給付金 子ども政策課臨時給付金係 

電話番号3579-2744
新生児臨時特別給付金

住居確保給付金
いたばし生活仕事サポートセンター　 
電話番号6912-4591 
（平日、午前9時から午後7時）

学校等休業助成金 
・支援金 学校等休業助成金・支援金 

雇用調整助成金コールセンター 
電話番号0120-60-3999 
（午前9時から午後9時）

雇用調整助成金

修学支援新制度

奨学金相談センター 
電話番号0570-666-301 
電話番号6743-6100 
（いずれも平日午前9時から午後8時）

子ども虐待通告件数倍増
子どもの虐待通告件数が倍増しています。 

令和元年度の1年間の虐待通告件数が744
件だったのに対し、令和2年度は10月の時
点ですでに648件（令和元年度の10月時点
では350件）に上っています。 

休校等で子どもが家にいる時間が長く
なったことや、生活環境の変化によるスト
レスなど、新型コロナの影響も大きいよう
です。 

周りのお子さんや保護者の様子が気に
なった場合はすぐにご相談を。子ども本人
からの相談・通告も増えていますので、ぜ
ひ子ども達にも共有してください。その1
本の電話で救われる子どもがいます。 

また子どもの虐待だけでなく、DVについ
ても増加傾向にあると言われています。ま
ず周りに助けを求めてください。電話相談
が難しい方には、DV相談プラスのように
チャットで相談が出来るものもあります。

0120 99 7777

0120 007 110

1 98

391303 5421
336603 4152

警察に対する相談は警察相談専用電話 
犯罪や事故ではないがストーカーやDV・悪質商法など
警察に相談したい場合・緊急対応を必要としない相談 

性犯罪被害相談電話全国共通番号 
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口へ 

DV相談ナビ 
配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すれ
ばよいかわからないという方相談機関を案内 

DV相談プラス 
DV相談プラスでは、受けている様々な暴力・DVについ
て電話、メール、チャットで24時間相談可能 

DVで緊急の場合は

DVも増加傾向が

#9110

#8103

#8008

0120-279-889

110番

チャイルドラインは、18歳までの子どものための
相談先。かかえている思いを誰かに話すことで、少
しでも楽になるよう気持ちを受けとめます

子どもの人権110番は「いじめ」や体罰，不登校や
親による虐待といった子どもの人権問題を解決に導
くために相談を受け付けます。大人も相談可能

虐待かも？と思った時などに、すぐに児童相談所
に通告・相談ができる全国共通番号です

児童相談所では子どもに関するさまざまな相談を
お受けします。相談にあたっては、児童福祉司
（ソーシャルワーカー）、児童心理司、医師など
の専門スタッフが一緒に問題を解決します

いち はや く

357903 2658
板橋区の児童虐待通告の窓口。お子さんや保護者の
様子が気になった場合は、すぐにご相談ください。
（相談者のプライバシーは守ります）

新型コロナで飲食店が厳しい状況に置かれてい
る中、上板橋北口エリアや小豆沢エリアでテイク
アウト対応店マップを作成したほか、本蓮沼の飲
食店オーナー達と共に誰でも無料で自由に使える
テイクアウトポスターを作成しました。 

左上がブランクになっているバージョンは「出前
もやっています」など自由に記述して使えるよう
にしました。データが必要な方は、間中りんぺい
までご一報ください。

昨年の新型コロナ休校時に「オンライン授
業を受ける環境がない生徒がいる」を問題
意識として「マナビリングいたばし」を立
ち上げ、区内小・中学生へのパソコンの寄
贈、貸与を始めました。 
端末の寄付を募ったところ、地域の方や
ボーイスカウトの仲間、特にNPO Class 
for Everyoneさんからは多大なご協力を頂
き、計78台のノートパソコンやタブレット
が集まりました。 
引き渡しの前に、端末のOSをChromeに入
れ替えて、オンライン授業を想定しzoomと
YouTubeアプリを新たにインストール。 

そして、志村ニ中、志村五中、志村四中、
中台中、西台中、上ニ小、向原小…などの
生徒さんたちにお渡しできました。お渡し
した後に「コロナでクラスがお休みになり
役立ちました」など嬉しいお言葉もたくさ
んいただきました。 
今回の緊急事態宣言で追加の申込があり、
寄贈可能パソコンが無くなったことと、3月
末までにギガスクールに伴い区内全ての
小・中学生に１人１台パソコンが配られる
事から、今回の寄贈、貸出はひとまずこれ
で終えたいと思います。ご協力頂きました
皆さまありがとうございました！

マナビリングいたばし

間中りんぺいの試み

本蓮沼・志村坂上エリアの飲食店ではクラウドファンド
を立ち上げ、目標額を達成。「ここをふんばりたい！」
そんなお店で使えるお得なチケットが好評を博しまし
た。コロナに負けず、おいしい未来を！

mailto:rinpeimanaka@gmail.com


• 評価をPCに切り替えることで採点など業務時間を短縮できそう 
• 緊急時連絡や保護者とのコミュニケーションに使える可能性あり 
• オンライン授業でも、きちんとした内容を生徒に届けられるかに
ついて研究が必要 
• ITが得意な先生に率先して使ってもらっており、全体ではまだま
だ研修が必要（先行して導入された学校からヒアリング）

• 端末は小中学校生活が終わるまで学習中心に使うことができる 
• 毎日家庭と学校と様々な学習の場面で活用できる 
• 学習のデジタル化・オンライン授業の質向上にも期待 
• 大人が考えるよりも速く子どもたちは使いこなせそう 
• 重量（約1.3kg）が少し重いのが難点だが、将来的に教科書が全
てデジタル化される可能性も

いよいよ始まる 
Gigaスクール構想

GIgaスクール構想とは、児童生徒向けの1人1台端末と高速大容量の
通信ネットワークを一体的に整備し、多様な子供たちを誰1人残すこ
となく、後世に個別最適化された創造性を育む教育を、全国の学校
教育現場で持続的に実現させる構想を指します

健康に関すること 
厚生労働省サイト 
新型コロナウイルス感染症について

事業経営に関すること 
経済産業省サイト 
新型コロナウイルス感染症関連

国からの最新情報も 
ご利用ください

新型コロナウイルス感染症に関する-よくある質問と回答

熱や咳など風邪の症
状があるが、どこに
受診をすればよい？

まずはかかりつけ医やお近くの医療機関へ一度電話をしたうえで受診してください 
かかりつけ医がいない、もしくは近隣の医療機関がわからない場合 

✓ 板橋区新型コロナ健康相談窓口（03-5877-4834）へご相談ください

夜間、休日に発熱
などの症状が出た
場合の相談先は？

東京都発熱相談センター（都内全域対象：03-5320-4592） 
✓ 夜間や休日含む24時間相談可能です 
✓ 発熱等の症状がある方でかかりつけ医のいない方や、接触確認アプリ「COCOA」
で接触通知を受けた方の相談に応じています

ＰＣＲ検査に 
費用はかかるの？

以下の場合、保険適用と公費補てんにより自己負担はありません 
✓ 医師が新型コロナウイルス感染症を疑うと総合的に判断した場合 
✓ 保健所から濃厚接触者と言われている場合 

その場合でも、受診の際の診察料や血液検査、胸部レントゲン撮影等PCR検査以外の検査費
用など自己負担分が発生します

PCR検査の保険点数は1800点（＝18000円）抗原検査は600点（＝6000円）で、通常保険診
療で自己負担となる3割分は都道府県が公費（＝税）で補てんしています（2021年1月時点）

症状は無いが、心
配なのでＰＣＲ検
査を受けたい

症状がない場合でも、自由診療でPCR検査を受けることができます 
✓ この場合は保険適用とならないため費用は全額自己負担となります 
✓ 料金は医療機関ごとに設定されますが、概ね2～4万円程度です 

実施している医療機関については、インターネットなどで検索していただくか、板橋区新型コ
ロナ健康相談窓口（03-5877-4834）へお問い合わせください。

PCR検査では、ある一定の割合（2～3割といわれ
ています）で「偽陰性」(感染しているけれども結
果が陰性と出てしまう）が起きます。そのため「陰
性」という結果が出ても「感染していない」と言い
切ることができません。したがって「陰性」という
結果で安心することは禁物です。検査結果が出たの
ちも健康状態に気を付け、症状が出現した場合は再

度検査を受けることを考える必要があります。その
いっぽうで、まれに「偽陽性」(感染していないけ
れども結果が陽性と出てしまうこと）が出ることも
あります。この場合には、現行の法律においては
「陽性」の結果が出た新型コロナウイルス感染症患
者として、一定期間の就業制限や入院・宿泊療養を
行うことになります。

ＰＣＲ検査を受け
た後はどのように
過ごせばよいか？

検査結果が出るまでは外出を控え、ご自宅でお過ごしください 
✓ 毎日体温測定を行い、記録をつけるようにお願いします 
✓ 体調が悪化した際は検査を行った医療機関に相談してください 

同居のご家族等がいる場合、可能な限り部屋を分け、互いにマスクを着用して過ごすように！

最近会った知人が
新型コロナウイル
ス感染症陽性と 
わかったとき

検陽性と判明した知人の方のお住まいの地域の保健所が、知人の方に聞き取り調査を実施 
✓ 調査の結果、濃厚接触者と判断された方には保健所から連絡が入り、最終接触から
14日間、健康観察および不要不急の外出自粛の要請をします 

濃厚接触者が、健康観察期間に発熱・呼吸器症状などがみられた場合 
✓ 板橋区新型コロナ健康相談窓口（03-5877-4834） 
✓ 板橋区保健所（03-3579-2321） 

【注意】夜間休日は、東京都発熱相談センター（都内全域対象：03-5320-4592）へ

家族（社員）が陽性と
わかった場合、自宅
（職場）を保健所が 
消毒するの？

保健所が消毒に伺うことはありません 
保健所は、消毒方法や消毒の範囲について指導を行います 
消毒方法については東京都感染症情報センターのホームページをご参照ください

一人暮らしで自宅
待機になったらサ
ポートはある？

一人暮らしの方の食事の確保は、基本的には自力で行って頂いています 
✓ 親族・友人のサポートの他、宅配、ネットスーパーも活用されています 
✓ 自宅療養者には１日～数日に一回、保健所より体調確認の電話をしています

実際の感染有無 
感染なし 感染あり

検
査
の
結
果

感
染
な
し

陰性 偽陰性

感
染
あ
り
偽陽性 陽性

新型コロナウィルス感染症に
関する清掃・消毒について

何らかの事情で、いずれも困難な場合には行政として別途支援があります。 
また私、間中りんぺい も対応いたしますので、ご連絡下さい！

デジタルツールはプラス面とマイナス面を併せ持ってい
ます。上手に活用すれば大きな成果が期待できる反面、
いじめ等につながる危険があり、使い方については明
確なルールが必要です。特にSNSに関わる情報モラル

の問題については注意し、学びを支える機器がトラブル
の発生源にならないようにしたいです。デジタルはあく
までツールと捉え、ITに頼らない従来通りの現場教育も
大切にしながら、バランス良く進める必要があります。

小中一貫校構想 未来を担う子どもたちがいきいきと学び、
発達段階に応じた「生きる力」を身につける
ためには、安心・安全で充実した学校施設機
能と、豊かな社会性を育む教育環境を整備し
ていくことが重要です。 

区が推進する小中一貫教育もその試みのひ
とつ。小学1年生から中学3年生まで9年間を
通した教育を行うことで、子どもの学力向上
や、小中学校間の児童生徒の学習面や生活面
のより円滑な接続をめざします。

• 事前予約不要・先着順に受付・どなたでも参加可能・どの回も同じ内容です 
• 新型コロナウイルス感染症拡大の状況を考慮して開催します 
• 定員を超えた場合には入場お断りする場合があります 
• 最新の開催可否状況は公式ホームページとツイッターに掲載します

”Global and Innovation Gateway for ALL”の略 
全ての人にグローバルで革新的な入り口をという意味Gigaとは？

板橋区でも令和2年度中（2021年
3月末）にすべての小中学生へ
ラップトップ端末が配布される 
ことになりました

令和2年度中に 
板橋区内全ての 
小中学生に 
ラップトップ端末配布

ポケットWi-FIなど 
周辺機器配布と 
回線容量増強のための 
ネットワーク工事

令和3年秋頃には 
高速大容量通信 
ネットワーク整備 
完了見込み

導入予定 
スケジュール

タブレット使用も可能な 
モデル

学習する 
立場から

教える 
立場から

義務教育9年間を通じて子どもを育てる共通認識を

日時

1 2月13日（土）午前10時ー午前12時 志村小学校　体育館 50名

2 2月20日（土）午前12時ー午後2時 緑小学校　体育館 50名

3 2月27日（土）午前10時ー午前12時 北前野小学校　体育館 50名

4 3月5日（金）午後2時30分ー午後4時30分 グリーンカレッジホール 
4階ホール

50名

5 3月6日（土）午前10時ー午前12時 志村坂下小学校　体育館 50名

6 3月13日（土）午前10時ー午前12時 前野小学校　体育館 50名

7 3月20日（土）午前10時ー午前12時 志村第四中学校　体育館 50名

定員場所
志村小学校と志村第四中学校の保護者および地域・学校関係者を構
成員とした「魅力ある学校づくり協議会」によりまとめられた「志村
小と志四中を小中一貫型の学校として整備する」意見書が教育委員会
に提出されました。 
これまでの協議経過や意見書の内容、小中一貫教育および小中一貫
型の学校について、保護者や地域の方にお知らせするための説明会を
実施します

児童相談所視察 区立児童相談所や一時保護所における、子どもの
権利と意思表明権の確保をテーマに、私は数年前
から、全国の児童相談所でのヒアリングを行って
います。 
先日、「子ども達が自由に出入りできる一時保護
所がある」と聞き及び、神奈川県中央児童相談所
に視察に伺いました。結論としては、完全に自由
に出入りできる訳ではありませんでしたが、確か
に他の施設と比較すると自由度が高く、実際「脱
走」する子供たちが定期的にいる様子。訪問の少
し前にも保護中の二名が施設を抜け出し、夜中に
近くのコンビニの駐車場で遊んでいたところを警
察に保護されて連れ戻されました。その際に警察
から「また脱走させて…もうカギを付けてくださ
い！」と言われたそう。 
しかし施設の担当者は「ここは少年院や刑務所で
はありません、そんな扱いを子どもたちにはでき
ません」と（いつもと同じ様に）断りました。 

「ここは子ども達を保護する施設で、子ども達が
安心できる居場所であるはず。もし子ども達が脱
走したいと思うような環境なら、その施設に問題
があるのでは？」というお話が印象的でした。 
現在板橋区では、令和4年7月の児童相談所およ
び一時保護所開設に向けて建築工事を進めていま
す。私は「板橋区もカギを付けるべきできではな
い！」とまでは思いません。板橋区の一時保護所
にカギがつけられることは、現実的に仕方がない
ことでしょう。しかし神奈川県中央児童相談所の
ような考え方は持つべきです。施設は、子ども達
が安心できる居場所でなければなりません。 
施設の運営都合を優先すれば子供を「管理」した
くなります。それが一方的なものにならないよう
に、そして子どもの権利が守られる環境を整える
ために。これからも研究を続けて参ります。

• 虐待やネグレクト（育児放棄）など、何らか
の理由で親や養育者から引き離す必要がある
子どもを一時的に保護する施設です。 

• 一時保護所での滞在を経て自宅に戻ったり、
児童養護施設や里親などに移っていきます。 

• 保護された子ども達が外に逃げ出さないよう
にカギがかかっている事が一般的で、同じ理
由から窓もほとんど開かないようになってい
ます。

児童相談所（一時保護所）に 
カギは必要？　 
神奈川で「ここは刑務所じゃない
ですから」と聞いて考えたこと

一時保護所について

経済的理由などでWi-fiを 

用意できないご家庭には 

行政サポートが 

予定されています


