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　ハクビシン（写真）が敷地内の果実を
食べたり、天井裏にすみ着く等の相談
が増えています。生態や習性を知り、被
害を防ぎましょう。
● 被害を防ぐための対策
▶敷地内の果実は早めに収穫するか、
網などをかけましょう。また、落下した
果実はすぐに処理しましょう。
▶ハクビシンは夜行性です。夜にごみ
を出すのはやめましょう。
▶ハクビシンは頭が入れば、５㎝程度の
狭い隙間を自由に通り抜けることがで

きます。侵入口になるような隙間（縁の
下・換気口・軒下など）の穴をふさぐ、屋
根に登れるような庭木の枝を剪定（せ
んてい）するなどの対策をしましょう。
● ハクビシンなどを捕獲します
　区では、ハクビシン・アライグマがす
み着いた民家等を対象に、捕獲を行って
います。お困りの方はご相談ください。

【問合せ】環境対策課公害対策係（本庁
舎7階）☎（５273）3764へ。

シルバー人材センター

新規会員の募集

　センターの会員になって就業を希望
する方は、説明会にご参加ください。入
会した方には後日、接遇研修や就業相
談会があります。

【説明会日時】▶10月16日㈬午前10時
から、▶10月17日㈭午後1時30分から

【対象】区内在住の60歳以上で、健康で
就業意欲のある方

【会場・申込み】電話で同センター（新宿
7―3―29）☎（3209）3181へ。

新宿生活実習所　　　　　　　　　　

「ぽれぽれ祭り」 

● えがおの祭典
【日時】11月9日㈯午前10時～午後2時
【内容】利用者による手作り作品販売・
ダンス発表、絵画展、ミニバザー、模擬
店、ゲームコーナー、喫茶ほか

【会場・申込み】当日直接、同実習所（弁
天町５0）☎（５229）５8５0・㋫（５229）0620
へ。
※当日お手伝いいただけるボランティ
アも募集しています。電話またはファ
ックスで同実習所へご連絡ください。

家族介護者講座 

● アドバンスケアプランニング
　～「終活」について考える

【日時】11月14日㈭午後2時～4時
【会場】落合第二地域センター（中落合
4―17―13）

【講師】藤本進／フジモト新宿クリニッ
ク院長

【申込み】電話または直接、落合第二高

齢者総合相談センター（西落合 4―11
―21）☎（５988）9281へ。定員40名。
介護のため参加が難しい場合はご相談
ください。

障害者福祉センターの講座 

● 楽しく踊ろう!みんなでダンス
【日時】11月16日㈯午前10時～12時
【対象】区内在住の聴覚障害のある方、
1５名（定員に余裕がある場合は家族も
参加可）

【費用】100円（減免制度あり）
【持ち物】タオル、飲み物。動きやすい服
装・靴でおいでください。

【会場・申込み】電話かファックス（2面記
入例のほか手帳の種類を記入）または
直接、10月31日㈭までに同センター（戸
山1―22―2）☎（3232）3711・㋫（3232）
3344へ。応募者多数の場合は抽選。

成年後見人講座 

● 老後の安心設計・成年後見制度を知る
【日時】11月19日㈫午後6時～8時
【会場】新宿区社会福祉協議会（高田馬
場1―17―20）

【対象】区内在住・在勤・在学の方、被後
見人等が区内在住の後見人等、40名

【講師】遠藤英嗣／遠藤家族信託法律事
務所所長・弁護士

【申込み】11月５日㈫までに電話かはが
き・ファックス・電子メール（2面記入例
のほか区内在住・在勤・在学・被後見人等
が区内在住の後見人等の別、ファッ
クスで申し込みの方はファックス番号
を記入）または直接、新宿区成年後見セン
ター（ 〒169-007５高 田 馬 場1―17―
20）☎（５273）4５22・㋫（５273）3082・
㋱skc@shinjuku-shakyo.jpへ。応募者
多数の場合は抽選し、結果は落選者に
のみお知らせします。

一斉公開建築パトロール

● 10月15日㈫～21日㈪は
　全国一斉の違反建築防止週間
　期間中に公開パトロールを実施しま
す。周辺住民が安全に安心して住むこ
とのできるまちづくりのため、建築の
ルールを守り、適切に建築工事を行い
ましょう。

【日時】10月17日㈭午前10時～午後2時
【内容】区内で工事中の建築物を対象と

した、建築現場の実地調査と改善指導
【 問 合 せ 】建 築 指 導 課（ 本 庁 舎8階 ）
☎（５273）373５へ。

空家等無料相談会

　相続、登記、リフォーム、売買等、空家
等の維持管理・利活用について、弁護
士・司法書士・建築士・不動産専門家が
相談に応じます（1件1時間）。

【日時】毎月第1・第3火曜日午後
【対象】空家等の所有者ほか
【会場・申込み】相談会の2週間前まで
に電話または直接、建築調整課（本庁舎
8階）☎（５273）3107へ。

【募集する取り組み】▶地球温暖化防
止、▶省資源、▶ごみの減量化、▶リサ
イクル、▶自然保護、▶みどりや水辺の
創出、▶その他環境にやさしく他の参
考となる取り組み

【部門・対象】▶個人・ファミリー部門…区
内在住の個人・家族、▶グループ部門…区
内で活動するグループ、▶環境にやさしい
事業者部門…区内に事業所がある事業者

【表彰】いずれも賞状と副賞を進呈します。
▶新宿エコワン・グランプリ大賞…2件

（個人・ファミリー部門、グループ部門、
各1件）、▶環境にやさしい事業者大賞…
1件、▶優秀賞…各部門2件、▶奨励賞…
各部門数件、▶特別賞（新宿・花とみどり
いっぱい写真展賞、みどりのカーテンプ
ロジェクト賞、省エネ賞）…各部門数件
※省エネ賞は、平成31年1月～令和元
年12月分の毎月の電気使用量を提出
していただき、前年比で省エネ率が上

位の方を表彰します。
※令和2年3月20日㈷に環境学習情報
センターで開催する新宿エコワン・グ
ランプリ表彰式で、各受賞者を表彰し
ます。

【申込み】所定の応募用紙に活動の実績
をアピールする資料（写真・新聞記事・
報告書等）を添付して、郵送・ファック
ス・電子メールで、令和2年1月1５日㈬

（消印・受信有効）までに環境学習情報
センター（〒160-0023西新宿2―11―
4、新 宿 中 央 公 園 内 ）☎（3348）6277・
㋫（3344）4434・㋱ info@shinjuku-
ecocenter.jpへ。応募用紙は環境対策
課（本庁舎7階）・同センター等で配布
し ま す。同 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ

（㋭http://www.shinjuku-ecocenter.
jp）からも申し込めます。
※応募書類は返却しません。自薦・他薦
は問いません。

新宿エコワン・グランプリ

　東京都財務局では、毎年1回、7月1日
を基準日として基準地の土地の価格を
調査し、結果を公表しています。次の窓
口で閲覧できます。また、新宿区ホーム
ページでは、過去3年分の区内の基準
地価格をご覧いただけます。

【閲覧場所】防災都市づくり課（本庁舎
8階）・区政情報センター（本庁舎1階）・
特別出張所・区立図書館
● 10月は土地月間
　～土地の公的な価格をご存知ですか
　土地取引の目安となる土地の公的な
価格には、基準地価格のほか次のもの
があります。
▶地価公示
　国が毎年、1月1日を基準日として公
表します。東京都基準地価格と同じ窓
口で閲覧できます。新宿区ホームペー

ジでは、過去3年分の区内の公示価格
をご覧いただけます。
▶相続税路線価 
　相続税・贈与税を課税するための価
格です。土地の所在地を管轄する税務
署で閲覧・相談できます。国税庁ホーム
ページ（㋭http://www.rosenka.nta.
go.jp/）で、過去7年分の全国の相続税
路線価をご覧いただけます。
▶固定資産税路線価
　固定資産税を課税するための価格です。
土地の所在地を管轄する都税事務所で閲
覧・相談できます。東京都主税局ホーム
ページ（㋭ http://www.tax.metro.tokyo.㋭ http://www.tax.metro.tokyo.㋭

jp/map/）で、基準年度分の23区内の固定
資産税路線価をご覧いただけます。

【問合せ】防災都市づくり課（本庁舎8
階）☎（５273）3５93へ。

東京都基準地価格を公表しています
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　都内在住の70歳以上を対象に、都営
バス、都営地下鉄、都電荒川線、日暮里・
舎人ライナーと都内民営バスに乗車で
きる東京都シルバーパス（有効期限令
和2年9月30日）を発行しています。

【対象・費用】
▶⑴令和元年度住民税が課税で、⑶に
該当しない方…20,５10円、▶⑵令和元
年度住民税が非課税の方…1,000円、
▶⑶令和元年度住民税が課税で、平成
30年1月～12月の合計所得金額が12５
万円以下の方…1,000円

【必要書類】▶住所・氏名・生年月日が分
かるもの（健康保険証・運転免許証等）
※住民票・パスポートは不可
▶上記対象・費用の⑵⑶に該当する方

は、次の①～③のうちいずれか1つ
①令和元年度介護保険料納入（決定）通
知書の保険料段階区分欄に「1」～「6」
のいずれかが記載されたもの
②令和元年度住民税課税（非課税）証明
書（1通300円）
③生活保護受給証明書（生活扶助の記
載のあるもの）

【申込み】70歳になる月の1日（1日が誕
生日の方は前月の1日）から申し込めま
す。費用と必要書類をお持ちの上、取扱
窓口（区内近郊の窓口は下表参照）へ。

【問合せ】東京バス協会☎（５308）69５0
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～
午後５時）へ。
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シルバーパス取扱窓口 所在地 電話番号 時間

都
バ
ス

渋谷自動車営業所新宿支所 西新宿3―19―1 （3377）533４

午前9時～午後８時小滝橋自動車営業所 中野区東中野5―30―2 （33６2）77４3

早稲田自動車営業所 西早稲田1―9―23 （320８）3４92

新宿駅西口都バス
定期券発売所

新宿駅西口バス
ターミナル地下 （33４3）7137

午前9時～午後８時
（土・日曜日、祝日
等を除く）都

営
地
下
鉄

新宿線市ヶ谷駅定期券発売所

駅構内

（323４）６252

大江戸線新宿西口駅
定期券発売所 （33６1）3８12

大江戸線新宿駅定期券発売所 （535４）４351 午前9時～午後８時

関
東
バ
ス
関東観光（株） 中野区東中野

5―23―1４ （33６2）６６3６
午前9時～午後5時
（土・日曜日、祝日
等を除く）
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