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3月6日発送

「子ども医療証
（ 子 医療証）
」
を発送します
未就学児対象の「乳幼児医療証（ 乳 医療証）」をお持
ちで、平成25年4月2日〜26年4月1日生まれの方を
対象に、
4月1日㈬から使用できる 子 医療証を3月6日
㈮に発送します。切り替えの手続きは不要です。
3月
中に届かなかった場合は、お問い合わせください。
【問合せ】子ども家庭課子ども医療・手当係
（本庁舎2
階）☎（5273）
4546・㋫（3209）
1145へ。

令和2年度
助成団体を募集

…イベント

教育費の一部を補助しています

※パブリックビューイングは別途募集し
ます。
詳しくは、
5月以降にご案内します。
◆ 助成額
原則として1件に付き100万円まで
※新宿区東京2020オリンピック・パラリ
ンピック区民参画事業助成審査委員会の
審査を経て、
予算の範囲内で助成します。
◆ 助成金の交付
審査委員会で助成活動・金額を決定
し、
5月中旬以降に交付します（予定）。
◆ 申込み
事前に電話連絡の上、
4月
7日㈫までに東京オリンピ
ック・パラリンピック開 催
等担当課
（第1分庁舎7階）
☎
（5273）
4220・
㋫
（5273）
3931へ直接、
申請書をお持ちく
ださい。
申請書類は同課・特別出張所等で
配布するほか、
新宿区ホームページ
（上図
QRコード）
から取り出せます。
助成要件
等詳しくは、
お問い合わせください。

◆保険の加入状況を確認しましょう
右記の保険・共済に加入している場
合、
「個人賠償責任保険」
が特約として
契約
（付帯）
されているかご確認くださ
い。
確認・特約の追加方法等詳しくは、
各保険会社へお問い合わせください。
※「日常賠償責任保険」
「 賠償責任共
済」の名称で加入している場合もあ
ります。

▶
「自転車保険」等の名称で販売して
いる損害保険とのセット商品、▶自
動車保険（特約）、▶火災保険（特約）、
▶ 傷 害 保 険（ 特 約 ）、▶ ク レ ジ ッ ト
カードなどの付帯保険、▶会社等の
団体保険、▶PTAの保険など、学校
等で加入募集を受ける団体保険、
▶交
通安全協会の自転車会員として加入
している団体保険

バイク・軽自動車等の廃車手続きは
軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日
（賦課期日）現在、原動機付自転車・小
型特殊自動車・オートバイ・軽自動車
を所有している方が納める税金です。
譲渡・売却・廃棄などで軽自動車等を
所有していない場合や、盗難に遭った
場合に廃車手続きをしていないと、令
和2年度も軽自動車税（種別割）が課税
されます。廃車手続きが済んでいない
方は、必ず3月31日㈫までに手続きを
してください。手続きの場所は、軽自
動車等の種別により異なります。
● 令和2年度グリーン化特例
（軽課税）
軽自動車
（三輪・四輪）
のグリーン化特

3月31日までに

例
（軽課税）が、令和2年度も適用されま
す。平成31年4月1日〜令和2年3月31日に
新規取得した排ガス性能・燃費性能の優れ
た環境負荷の小さい新車が対象車両です。
【廃車手続きの場所・問合せ】
▶原動機付自転車
（125㏄以下）
・小型特
殊自動車…区税務課収納管理係
（本庁
舎6階）
☎
（5273）
4139・㋫
（3209）
1460
▶オートバイ（125㏄を超えるもの）…
練馬自動車検査登録事務所
（練馬区北
町2―8―6）☎050（5540）2032
▶軽自動車
（三輪・四輪）
…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

就学援助の申請を

地域活動団体の取り組みに
助成します
令和2年度第1回地域コミュニティ事業助成
区民主体の地域活動団体が行う取り組みを支援し、地域コミュニティの活性
化・絆づくりを推進します。
【対象団体】
▶町会・自治会、地区町会連合会、地区協議会、またはこれらいずれかの団体を含
む実行委員会
▶地域活動団体・NPO法人等
（一定の要件あり）
【対象事業】4月1日㈬〜8月31日㈪に実施する次のいずれかの事業
▶地域全体の課題解決に資する事業、▶安全安心なまちづくりに資する事業、
▶地域交流の促進に資する事業
※7月1日㈬〜令和3年3月31日㈬に実施する事業が対象の第2回助成は、
5月1日
㈮から申請を受け付ける予定です。詳しくは、
広報新宿後号でご案内します。
【助成金額】原則として助成対象経費の4分の3（1事業に付き上限10万円）
※4月中に実施する審査会を経て、5月8日㈮までに交付対象事業を決定します。
【申込み】事前予約の上、所定の申請書等を4月10日㈮までに事業を実施する地
域の特別出張所（特別出張所所管地区以外は地域コミュニティ課コミュニティ
係（本庁舎1階）☎（5273）4127・㋫（3209）
7455へ。各特別出張所等で申請に関
する相談を受け付けています。
※詳しくは、新宿区ホームページ、特別出張所・地域コミュニティ課コミュニテ
ィ係で配布する募集要項でご案内しています。
●

自転車の保険にご加入ください

4月1日から、
東京都では、
自転車利用中の事故により、
他人にケガをさせてしまっ
た場合などの損害を賠償できる保険等
（自転車損害賠償保険等）
への加入が義務にな
ります。
ご自身の保険等への加入状況を確認し、
必要な契約を結びましょう。
※自転車利用者が未成年の場合は、保護者が保険等に加入する義務があります。
【問合せ】
交通対策課交通企画係
（本庁舎7階）
☎
（5273）
4265・㋫
（3209）
5595へ。
下記のいずれかに該当する場合、
すでに自転車損害賠償保険等に加入しています。
▶損害保険会社が扱う火災保険や自動車保険等
（右下記参照）に
「個人賠償責任保険」が特約として付帯している場合
▶自転車安全整備店で点検整備
（有料）を受け、点検日から1年以内
の「TSマーク
（右図）」
が自転車に貼ってある場合

令和2年（2020年）3月5日発行

区内在住で次のいずれかに該当し、経済的にお困りの方（所得制限あり）に、教
育費の一部を補助しています。
【対象】▶義務教育中のお子さんがいる保護者、▶中学校の夜間学級に在学する
生徒の保護者または20歳以上の生徒本人
【申込み】
▶区立小・中学校に通学する方…学校に申請してください。
▶公立・国立・私
立の小・中学校に通学する方…3月31日㈫までに下記問合せ先へご相談ください。
※3月に小・中学校入学準備金の入学前支給を受ける予定の方も、
申請が必要です。
【問合せ】
学校運営課学校運営支援係
（第1分庁舎4階）
☎
（5273）
3089・㋫
（5273）
3580へ。

東京2020オリンピック・パラリン
ピックに向けた活動に助成します

◆ 対象団体
▶区内の町会・自治会、商店会、▶区内
にある国・都・区の指定等を受けた無
形文化財や無形民俗文化財等の保存・
公開等を行う団体、▶非営利団体
（構成
員の過半数が区内在住または団体の主た
る所在地が区内、
構成員5人以上、
団体の代
表者または責任者が区内在住、
団体の規
約・定款がある）
ほか
◆ 対象活動
東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の気運醸成のための自主的な
活動等で、
4月1日㈬〜12月31日㈭に区内
で実施する、
次のいずれかの活動、
▶地域
の伝統芸能、
歴史的な行事やその他の文化を
発信し、
新宿区の魅力をPRできる、
▶東京
2020大会後のレガシー
（遺産）
を創出する
※営利を目的とする活動、政治的・宗
教的活動、区の他の補助等を受けてい
る活動等を除きます。

…講座

住民税非課税の方へ
購入・使用期限は3月31日㈫まで・申請は一人に付き1回限り

新宿区プレミアム付商品券
使用期限を過ぎた購入引換券・プレミ 【商品券取扱店舗】
事前にご
アム付商品券は一切使用できません
登録いただいた区内の
商品券を購入するためには、事前に スーパーマーケット・コン
新宿区プレミアム付商品券購入引換券 ビニエンスストア・書店・衣
の交付申請が必要です。窓口では3月 料品店等の小売店、
飲食店、
サービス業店
31日㈫まで申請を受け付けています。 舗、
医療機関、
保険薬局、
介護事業所ほか
※子育て世帯で対象となる方へは、購 ※取扱店舗一覧は、商品券購入時にご
入引換券を送付済です。
案内します。右上図QRコードからも
※他の自治体から転入した方で、他自 ご確認いただけます。
治体の購入引換券をお持ちの方は、購
【問合せ】
▶制度概要・申請手続き等…
入引換券の交換手続きが必要です。
新宿区プレミアム付商品券専用コー
【商品券を購入できる場所】
ルセンター☎0120
（204）
669、午前9
▶区内全ての郵便局（一部の郵便局で
時〜午後7時
（土
・
日曜日、
祝日等を除
は土・日曜日、祝日も販売）
く）
、
▶個別の内容
（申請書の再発行等）
▶区役所本庁舎地下1階11会議室
（3月
…産業振興課プレミアム付商品券事業
22日㈰のみ）
担当
（本庁舎6階）
☎
（5273）
3511へ。
【商品券の購入・使用期限】
3月31日㈫まで
●

しんじゅく女性団体会議新規会員を募集します
女性団体相互の連携と女性が自ら意思決定し行動する力を身に付けることを
目指し、年間テーマに沿った講座・日帰り研修等を実施しています
（現在10団
体）。定例会（原則として偶数月の第3金曜日）に年間を通して出席していただき
ます。
【対象】
次の全てに該当する団体
▶2年以上継続的に活動
▶活動拠点が区内
▶女性の地位向上と一般的な教養を高める活動をしている
▶構成員が20名以上で半数以上が女性、
かつ8割以上が区内在住
【 申 込 み 】所 定 の 申 込 書 を 郵 送 か フ ァ ッ ク ス ま た は 直 接、男 女 共 同 参 画 課
（〒160-0007荒木町16、男女共同参画推進センター）☎
（3341）
0801・㋫（3341）
0740へ。申込書は同課で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。
申し込みは随時受け付けていますが、4月から参加を希望する場合は3月24日
（必着）までに申し込んでください。

新宿区役所本庁舎・第1分庁舎・第2分庁舎の代表電話は
☎03（3209）1111、新宿区ホームページは
㋭ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。
新宿区は、環境への負荷を少なくし、
未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。

