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令和2年（2020年） 第2317号

くらし    2・4面 福祉    2面

人材募集    3面

保健・衛生    3・4面

▶4月から自転車対策コール
センターを設置しています

▶新型コロナウイルス感染症
の感染拡大を防ぐためにマス
クを正しく使いましょう

▶自動通話録音機を無料で貸
し出します

　消防団は、災害に備えてまちを守る最も身近な消防機関です。区内には、四谷・牛込・新宿の3消防団が配置され、消
火・救助・応急救護活動をはじめ、防火防災訓練の指導や防火防災に関する普及啓発活動等、消防署と連携して幅広く
活動しています。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大勢の団員が集まる活動は自粛していますが、いざ
災害が発生したときに消防団として機能できるよう、出動への備えは継続して行っています。
【問合せ】危機管理課地域防災係（本庁舎4階）☎（5273）3874・㋫（3209）4069へ。

★広報新宿4月25日号は、8ページではなく
4ページでの発行となります。

▲可搬ポンプ積載車の点検
　毎年6月、区内の3消防団で実施している消防操
法大会で、可搬ポンプ積載車を使った放水訓練の
成果を披露しています。今年の大会は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止となりました
が、いざというときに問題なく作動するよう、日頃
から点検を怠りません。

　区内在住・在勤・在学の18歳以上で健康な方が入団で
き、会社員・自営業・学生・主婦などさまざまな方が活躍し
ています。入団方法等詳しくは、お問い合わせください。
【問合せ】四谷☎（3357）0119・牛込☎（3267）0119・新宿
☎（3371）0119の各消防署へ。

地域のために活躍しませんか

消防団員募集中

小型消防ポンプの点検
　町会・自治会に配備している小型消防ポンプが、災害時
に安全に使えるよう、定期的な点検を行っています。ま
た、災害時に誰でもポンプを使えるよう、地域の方に使い
方を指導しています。

わたしたちのまちの 消防団

日頃の備えを万全にしています

畠山潮 さん

伊藤天心 さん

活動の魅力を
牛込消防団の団員に伺いました

草野登さん（牛込消防団第1分団長）
　地域の方とのつながりを大切に
しています。活動の際に、皆さんか
ら声を掛けていただけるとやりが
いを感じます。また、個人的な悩み
を団員同士でサポートし合える心
強さも魅力です。

佐々木亜紗実さん
　消防操法大会を見て、団員の皆さ
んのかっこよさに憧れて入団しま
した。重い機械を扱うイメージがあ
るかもしれませんが、女性として活
躍できる場面もたくさんあり、充実
した活動ができています。

4月26日㈰㈰
区役所本庁舎

窓口開設は中止します窓口開設は中止します

広報新宿4月15日号6面でお知らせした4月26日㈰の区役所本庁舎
窓口開設は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止します。
●毎週火曜日の窓口延長は中止します
　午後7時までの窓口延長は、当面の間中止しています。
【問合せ】行政管理課（本庁舎3階）☎（5273）4245・㋫（5272）5500へ。

●緊急事態宣言に伴う区の業務の変更等
　4月7日に政府から緊急事態宣言が発令さ
れたことに伴い、左記のほか区の一部の業務
を中止等変更して行っています。ご理解・ご協
力をお願いします。
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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。

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！　また、休館している区施設等もありますので、事前にご確認ください。

必要に応じてサービスを利用しながら地域で
在宅生活を継続する

区内のグループホームに入居する
区内の障害者の入所施設に入所する

その他
わからない
無回答

高齢者の入所施設に入所する
区外でもいいので障害者の入所施設に入所する
区外でもいいのでグループホームに入居する
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必要に応じてサービスを利用しながら地域で
在宅生活を継続する

区内のグループホームに入居する
区内の障害者の入所施設に入所する
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区外でもいいのでグループホームに入居する
区外でもいいので障害者の入所施設に入所する
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　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
▶地域活動団体やNPO法人等（一定の
要件あり）
【対象事業】7月1日㈬～3年3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
▶安全安心なまちづくり
▶地域交流の促進
【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）

※6月中に実施する審査会を経て、6月30
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5月1日㈮～29日㈮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）へ。各特別出張所で申請に関す
る相談を受け付けています。
※詳しくは、特別出張所・同係で配布し
ている募集要項のほか、新宿区ホーム
ページでご案内しています。
※11月1日㈰～3年3月31日㈬に実施す
る事業が対象の助成は、9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。

　元年11月中旬～12月上旬に、6,203名の
区民（事業所の担当者を含む）を対象に郵
送で実施し、2,687名から回答をいただき
ました。ご協力ありがとうございました。
　調査結果は障害者福祉課、保健予防
課（第2分庁舎分館1階）、障害者福祉セ
ンター（戸山1―22―2）、障害者生活支
援センター（百人町４―４―2）、シャロー
ムみなみ風（弁天町32―6）、視覚障害

者・聴覚障害者交流コーナー（高田馬場
1―17―20、区社会福祉協議会1階）、特
別出張所、保健センターで閲覧できる
ほか、新宿区ホームページでご覧いた
だけます。点字版・音声版の調査報告書
（概要版）を希望する方は、お問い合わ
せください。
【問合せ】障害者福祉課福祉推進係（本庁舎
2階）☎（5273）４516・㋫（3209）3４４1へ。

高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画の
策定に活用します

男女共同参画フォーラム  

実行委員

　令和3年2月20日㈯に実施するイベン
トの企画・運営に参加してみませんか。
【実行委員会日時】▶7月10日・31日、8
月28日、9月11日・25日、10月9日、11
月13日、12月４日、令和3年1月8日、2月
12日の金曜日午後1時30分から、▶3
月5日㈮（振り返りの会）午後3時30分
から、いずれも1~2時間程度。新型コ
ロナウイルスの影響で日程が変更にな
る場合があります。
【対象】区内在住・在勤・在学で、実行委
員会に全回出席できる方、10名程度
【会場・申込み】所定の応募用紙を6月
15日㈪までに男女共同参画推進セン
ター（〒160-0007荒木町16、ウィズ新
宿内）☎（33４1）0801へ郵送（必着）ま
たは直接、お持ちください。応募用紙は
ウィズ新宿、特別出張所等で配布して
いるほか、新宿区ホームページから取
り出せます。応募者全員に6月30日㈫

までに選考結果をお知らせします。

環境審議会・リサイクル  

清掃審議会区民委員

①環境審議会
【任期】7月15日から2年間
②リサイクル清掃審議会
【任期】7月1日から2年間
【対象】区内在住で申込時に18歳以上
の方、各5名程度（区のほかの審議会等
の委員を除く）
【報酬】審議会に出席の都度、10,000円
（年各3回程度、月～金曜日の日中に開
催）
【申込み・問合せ】①は「新宿区の環境問
題と区民の役割」、②は「新宿区のごみ
減量における区民の役割」がテーマの
作文（800字以内）に住所・氏名・年齢・
電話番号・職業を記入し、5月25日㈪ま
でに①は環境対策課環境計画係
☎（5273）3763へ、②はごみ減量リサ
イクル課ごみ減量計画係☎（5273）
3318へ（いずれも〒160-8４8４歌舞伎
町1―４―1、本庁舎7階）郵送（必着）ま
たは直接、お持ちください。①②両方に
応募できますが、併任はできません。

調査の結果がまとまりました 端数処理の関係でグラフの構成比の合
計が100にならないことがあります。

高齢者の保健と福祉に関する調査 障害者生活実態調査
第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の策定
に活用します

　「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生
活を継続する」が38.6％と最も多く、「区内のグループ
ホームに入居する」が3.5％となっています。

今後希望する生活

（18歳未満の児童の

保護者を対象に調査）

　元年9月下旬～10月中旬に、無作為抽出
した４0歳以上の区民9,000名を対象に郵
送で実施し、5,078名の方から回答をいた
だきました（その他、事業所等向けの調査
も実施）。ご協力ありがとうございました。
　調査結果は、地域包括ケア推進課・特別

出張所・保健センター・高齢者総合相談セ
ンター等で閲覧できるほか、新宿区ホー
ムページでご覧いただけます。
【問合せ】地域包括ケア推進課地域包括ケ
ア推進係（本庁舎2階）☎（5273）４193・
㋫(6205)5083へ。

5月2日㈯～6日㉁
コンビニ交付サービス

を休止します

　左記期間、住民票の写し・印鑑登録証明書・
税証明が取得できるコンビニ交付サービスを
休止します。
【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）
☎（5273）3601へ。

地域のつながり

　地域のつながりの必要性については、「必要だと思う」「どちらかといえば必要だ
と思う」がいずれの調査でも8割を超えました。

　大規模災害時に、区民の健康や環境衛生面での安
全・安心を確保し、速やかな復旧・復興を図るため、災
害廃棄物の処理に関する基本的事項を定めた計画を
策定しました。

新宿区
災害廃棄物
処理計画を策定しました

【主な項目】▶災害がれきの処理、▶仮置場、▶災害（生活・避難所）ごみの処理、
▶災害用トイレ・し尿、▶帰宅困難者対策、▶外国人対策

　計画の全文は、ごみ減量リサイクル課で閲覧できるほか、新宿区ホームページで
ご覧いただけます。
【問合せ】ごみ減量リサイクル課ごみ減量計画係（本庁舎7階）☎5273（3318）へ。

第2回

地域コミュニティ事業助成

「みどりの協定」を結びませんか

地域緑化推進のために

　道路に面した自宅の敷地を緑化してみませんか。区と協定を結ぶと、緑化に必要
な花苗・土等の緑化資材の一部を年1回支援します。
【協定期間】5年3月31日まで（3年間）
【対象】10戸以上で構成し、区内の地域緑化活動に年間を通して協力できる区民の
グループや団体
※「みどりの推進モデル地区」に指定している箪笥町特別出張所管内の地域では、
5戸以上で構成する区民のグループや団体に花苗等を年2回に回数を増やして支
援します。
※協定を結ぶ団体は現地調査の上、決定します。
【問合せ】みどり公園課みどりの係（本庁舎7階）☎（5273）392４へ。

【受診期間・回数】5月1日㈮～3年3月31日㈬に2回受診できます。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を考慮した上で受診していただ
くようお願いします。
【対象】区内在住で平成26年４月2日～30年４月1日生まれのお子さん
【受診方法】対象のお子さんには、４月末に、「しんじゅく健康フレンズ」のイラスト
（下図）のついた封筒（下写真・紫色）に入れて受診票を発送します。同封の「お知ら
せ」に掲載の歯科医療機関に事前にお問い合わせの上、受診してください。受診票
が届かない方は、上記へご連絡ください。
※歯科健診のみの受診もできます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う対応

【対象】区内在住の平成25年４月2日～26年４月1日生まれで、元年度中に2回目
を受診できなかったお子さん
【延長期間】5月1日㈮～9月30日㈬（1回のみ受診可）
【受診方法】「平成31(2019)年度の新宿区フッ素塗布受診票」をご持参くださ
い。受診票がお手元にない方は再交付できますので、上記へご連絡ください。

歯と口の健康チェック（歯科健診）と
フッ素塗布

「しんじゅく健康フ
レンズ」が目印です

区内の医療機関で年に2回無料で受けられますお子さん向け

【問合せ】健康づくり課健康づくり推進係（第2分庁舎分館1階）☎（5273）30４7へ。

お子さんの予防接種を忘れずに 【問合せ】保健予防課予防係（第2分庁
舎分館1階）☎（5273）3859へ。

⃝【表1】2年度定期接種（無料）
予防接種名 接種回数 対象

ヒブ 接種開始時期
により1～4回 生後2か月～5歳未満

小児用肺炎球菌

Ｂ型肝炎 ★1 3回 1歳未満（標準接種期間は生後2か月～9か月
未満）

DPT-ⅠPV(ジフテリア・百日せき・破
傷風・不活化ポリオ4種混合) 4回 生後3か月～7歳6か月未満

ⅠPV（不活化ポリオ）★2 4回 生後3か月～7歳6か月未満

BCG（結核） 1回 1歳未満（標準接種期間は生後5か月～8か月
未満）

MR（麻しん・風しん混合）第1期 ★3 1回 1歳～2歳未満

MR（麻しん・風しん混合）第2期 ★3 1回 保育園・幼稚園・子ども園等の年長児相当年
齢(平成26年4月2日～27年4月1日生まれ)

水痘（水ぼうそう） 2回 1歳～3歳未満

日本脳炎　第1期 ★4 3回 生後6か月～7歳6か月未満（標準接種時期は
3歳から）

日本脳炎　第2期 ★4 1回 9歳～13歳未満（標準接種時期は9歳から）

DT(ジフテリア・破傷風2種混合） 1回 11歳～13歳未満（標準接種時期は11歳～12
歳未満）

ヒトパピローマウイルス（HPV）感染
症 ★5 3回 小学6年生～高校1年生相当年齢の女子（標準接

種時期は中学1年生）

⃝【表2】2年度任意接種
予防接種名 接種回数 対象

おたふくかぜ 1回 1歳～小学校就学前（6歳に達する日以後の最初の3月31日まで）
【自己負担】1回3,000円（生活保護を受給している世帯等は免除）

MR（麻しん・
風しん混合）

最大2回
（未接種回数分）

2歳～18歳で定期接種未接種の方（定期接種対象者を除く）
【自己負担】なし

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、お手持ち
の予診票の接種期限（有効期間が令和2年2月1日～5月30
日㈯のもの）を5月31日㈰まで延長しています。詳しくは、
お問い合わせください。

★1 B型肝炎の接種…健康保険でB型肝炎ワクチンを受けた方は定期
接種の対象外。
★2 DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風3種混合）またはⅠPV（不活化ポ
リオ）の接種を完了していない方…DPT-ⅠPV(ジフテリア・百日せき・破
傷風・不活化ポリオ4種混合)接種可。
★3 MR（麻しん・風しん混合）を未接種の方は、任意接種（表2）を全額
助成します。
★4 日本脳炎の接種…▶平成7年4月2日～19年4月1日生まれで接種が
完了していない方…20歳になるまでに不足分を無料で接種可、▶平成
19年4月2日～21年10月1日生まれで7歳6か月までに第1期の接種が
完了していない方…9歳～13歳未満の間、第1期不足分を無料で接種可。
★5 積極的には接種をお勧めしていません。詳しくは、お問い合わせく
ださい。

　対象の方には、区が発行する予診票をお送りします。予診票をお持
ちの上、区の指定医療機関で接種してください（医療機関への予約が必
要な場合があります）。
●新宿区へ転入した方へ

　各予診票の通知発送時期後に転入した場合、予防接種のご案内が届
きません。
　まだお済みでない予防接種があるときは、お問い合わせください。
●幼稚園・保育園・子ども園等の年長児は

　　MR（麻しん・風しん混合）第2期の定期接種対象です

　幼稚園・保育園・子ども園等の年長児に相当する年齢の方には、3月
27日に予診票を発送しました。

【運用開始日時】5月16日㈯
午前8時30分

【移転先所在地】左門町6―5

【問合せ】同署☎（3357）0110へ。

四谷警察署の

新庁舎移転
四谷警察署
からお知らせ

▶災害廃棄物ハンドブ
ック（表紙）

2年度

健康診査・がん検診の開始時期について
　新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の解除後になります。詳し
くは、広報新宿後号でご案内します。
【問合せ】健康づくり課健診係（第2分庁舎分館1階）☎（5273）４207へ。

　新型コロナウイルス感染症の影
響で国税の納付が困難な方には、税
の支払いを猶予する制度がありま
す。
　詳しくは、お問い合わせくださ
い。
【問合せ】
▶新宿☎（6757）7776
▶四谷☎（3359）４４51の各税務署へ。

新宿・四谷

税務署から

運動の頻度(一般高齢者を対象に調査)

　ウォーキングは「週2回以上」が最も多く5割台半ば、体操は「週2回以上」が最も多く3
割強、筋力トレーニングは「全くしない」が最も多く3割強となっています。

【主な調査結果】

今後希望する生活

（在宅の方を対象に調査）

　「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生
活を継続する」が47.4％と最も多く、「区内のグループ
ホームに入居する」が4.0％となっています。

【主な調査結果】

さまざまな

地域活動団体の

取り組みを応援します
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四谷三丁目駅

四谷警察署（工事中）
（R２.５月から（予定））

地域のつながり

一般高齢者【重点】調査
（総数=1,837）
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運動の頻度
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男女共同参画

フォーラム実行委員は

募集を停止しています



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。

（4）第 2317号　令和2年（2020年）4月25日発行
区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）、出席するイベントなどを

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

名誉区民の杵屋勝国さんが
恩賜賞・日本芸術院賞を受賞

　新宿区名誉区民の杵屋勝国さん（長唄三味線方）が優
れた芸術の進歩に貢献する顕著な業績が認められた方
に贈られる令和元年度の恩賜賞・日本芸術院賞を受賞
しました。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎３階）☎（527３）３505・
㋫（３209）9947へ。

自転車対策コールセンター
を設置しています

　区内では、特殊詐欺が多発してい
ます。詐欺犯人は、自宅の固定電話に
連絡してきます。そのため、犯人から
の電話に出ないことが効果的です。
　着信音が鳴る前に自動で警告メッ
セージが流れ、通話内容を録音する
「自動通話録音機（写真）」を区危機管
理課と区内の4警察署で無料で貸し
出しています。

●電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続電話機と電話回線の間に接続
●取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要取り付け工事や工具は不要

●警告メッセージ
　「この電話は、振り込め詐欺等の犯罪被
害防止のため、会話内容が自動録音され
ます。これから呼び出しますので、このま
まお待ちください」
【録音可能時間】１回３0分
【録音可能件数】2１0件（最大６0分）
【電気料金（申請者負担）】年間約３2３円

新型コロナウイルス感染症に便乗
した不審な電話やメールなどが確認
されています。
都内でも不安感につけこみ、混乱

状況を悪用したさまざまな手口が想
定されます。

●こんな電話やメールには
　ご注意を
▶区役所や保健所職員を装う者か
ら「コロナウイルス対策で助成金
が出る。マスクも送付する。手続き
のために口座登録をしてほしい」
と電話があり、ATMへ向かうよう
に指示される。
▶「マスク50枚入り」等の身に覚え
のない注文に対して支払いを求め
る内容のメールが送られてきた。

「新型コロナ」に関する電話や
メールを受け、疑問や不安を感じ
た場合には、お住まいを管轄する
警察署または区危機管理課にご相
談ください。
【問合せ】▶区危機管理課危機管
理係（本庁舎4階）☎（527３）３5３2・
㋫（３209）40６9、▶牛込☎（３2６9）
0１１0、▶新宿☎（３３4６）0１１0、▶戸
塚☎（３207）0１１0、▶四谷☎（３３57）
0１１0の各警察署へ。

一言アドバイス
止防防害被欺詐詐

新型コロナ便乗
詐欺にご注意を 特殊詐欺の主な種類 件数

オレオレ詐欺 0件
預貯金詐欺 0件
還付金詐欺 7件
架空料金請求詐欺 0件
キャッシュカード詐欺盗 2件
合計 9件

区内の特殊詐欺被害
認知件数（３月）

※区危機管理課調べ

区内在住でおおむね65歳以上の方がいる世帯の方が対象

【申込み】直接、区危機管理課または警察署へ（下記参照）。本人確認ができるもの
（運転免許証や健康保険証等）をお持ちください。

自動通話録音機を無料で貸し出します

4月
から

　区ではこれまで、放置禁止区域内の駅直近
と大通りなど、自転車が放置されやすい箇所
をあらかじめ選定して重点的に放置自転車
対策に取り組んできました。
　しかし、依然として多くの自転車が放置さ
れているため、4月から放置自転車対策を強
化し、自転車対策コールセンターを設置して
対応しています。
コールセンターでは、駐輪施設や自転車等保管場所の施設案内や放置自転車

の撤去依頼、撤去車両の確認等の問い合わせに応じています。
【問合せ】交通対策課自転車対策係（本庁舎7階）☎（527３）4１44・㋫（３209）
5595へ。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い発出された緊急事態宣言を受
けて、放置自転車対策業務を一部縮小している場合があります。

詐欺被害を防止するために

マスクを正しく使いましょう
【問合せ】健康づくり課健康づくり推進係（第2分庁舎分館１階）☎（527３）
３047・㋫（527３）３9３0へ。
※政府インターネットテレビ（㋭https://nettv.gov-online.go.jp/prg/
prg20３44.html）で、「マスクの正しい着け方」を動画配信しています。

◆ つける前に手洗いを

　マスクをつける前に、ハンドソープなどを使用し、手のひらや指の間を１5秒
以上かけて丁寧に洗いましょう。洗い終わったら、20秒流水で流し清潔なタオ
ルでよく拭いて乾かしましょう。

◆ つけるときは隙間をふさぎましょう

　ゴムひもを耳にかけ、マスクを鼻（鼻の付け根部分）の形に合わせて隙間をふ
さぎます。鼻と口を覆うように、マスクは下まで伸ばし顔にフィットさせます。
※マスク着用中は、マスクになるべく触れないようにしましょう。

◆ 外すときも気を付けて

　マスクを外すときは、マスクの表面に触れず、ゴムひもの部分を持って外しま
す。外したマスクはビニール袋などに入れ、きちんと縛ってごみ箱に捨て、すぐ
に手を洗いましょう。

厚生労働省啓発チラシ
「感染症対策へのご協力
をお願いします」より

　次のようなマスクのつけ方
では、効果は期待できません。
▶鼻の横に隙間ができている
▶口だけを覆い、鼻(鼻の頭)が
出ている
▶着用したマスクを顎にかけ
ている
▶ゴムひもが緩い

　咳・くしゃみの症状のある方がマスクをつける
ことで、飛沫の飛散（飛び散り）を防ぐ効果があり
ます。咳エチケットとして、咳やくしゃみをする
ときはマスクで鼻と口をしっかり覆いましょう。
　また、マスクをつけることは、机・ドアノブ・ス
イッチなどに付着したウイルスが手を介して口
や鼻に直接触れることを防ぐため、接触感染を
減らすことが期待できます。

マスクの効果 こんなつけ方にご注意を

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために

放置自転車対策を強化

自転車対策コールセンター
☎（５２７３）３８９６
２4時間対応（土・日曜日、祝日を含む）

区危機管理課危機管理係（本庁舎4階）☎（527３）３5３2・㋫（３209）40６9、▶牛
込（南山伏町１―１5）☎（３2６9）0１１0、▶新宿（西新宿６―１―１）☎（３３4６）
0１１0、▶戸塚（西早稲田３―３0―１３）☎（３207）0１１0、▶四谷（新宿１―2６―１2
（5月１６日㈯からは左門町６―5））☎（３３57）0１１0の各警察署へ。

問合せ

けて、放置自転車対策業務を一部縮小している場合があります。
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