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2面

▶駐輪施設利用料金を返金し
ます

福祉
こども・教育

2面
2・4面

施設
審議会
保健・衛生

3面
3面
4面

お知らせ

3面

▶がん検診

▶プレイパークで遊ぼう

イベント
聴覚に障害がある方で「ファックス番号のない記事」
へのお問い合わせは、
しんじゅくコールのファックス
をご利用ください。
※本紙に記載の電話番号は市外局番（03）を省略しています。

2面

★広報新宿7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。

特別定額給付金(10万円)

見 本

申請は8月31日㈪（消印有効）まで
申請をお忘れなく
区では、5月29日に全対象者あてに申請書（桃色
の封筒）を一斉に発送しました。7月20日時点で約
200,500件の申請をいただきましたが、いまだ約
20,500件
（約9.3％）の方が申請されていません
（下表参照）。
8月31日㈪までに申請がない場合、特別定額給
付金を受け取ることができなくなります。忘れず
に、申請してください。
申請手続きなどでご不明の点は、右記新宿区特

▶8月2日㈰ 休日納税相談を
実施します

桃色の封筒でお届けしています▲

申請手続きなどのお問い合わせは

新宿区特別定額給付金コールセンター
☎（ 5 2 7 3 ）4 3 5 3

午前9時～午後7時

【開設期間】8月31日㈪まで（土・日曜日、祝日等を含む）
【給付金事業の担当】新宿区特別定額給付金対策室（本庁舎地下１階）
☎（3200）
6000・㋫（5273）4366
★口座をお持ちでない方や、やむを得ない事情のある方は、窓口での申請を受け付けます。

別定額給付金コールセンターへお問い合わせくだ

また、
申請書の記入にあたり、
代筆・代読が必要な方や、電話でのお問い合わせが困難な方の

さい。

ために、
本庁舎地下1階に相談窓口を設けています。

申請書が届かない場合 は特別定額給付金対策室にお問い合わせください
申請書が区に返戻されている可能性があります。
まずは、
特別定額給

書類
（いずれも写し。両面印刷・片面印刷2枚のどちらでも可）を添付

付金対策室へお問い合わせください。

し、特別定額給付金対策室（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎地下

また、申請書が届かない方や、
紛失・汚損等された方、
出張等で申請書

1階）
あてに郵送してください。

が受け取れない方は、
新宿区ホームページから申請書を取り出せます。
申請書に必要事項を記入の上、本人確認書類と振込先銀行口座等確認

すでにオンライン申請をした方や、区からお送りした申請書で申請
した方は、
重ねての申請は不要です。

給付状況（7月20日時点）

申請状況（7月20日時点）

当初のご案内より振り込みが遅れ誠に申し訳ございません。

申請済み件数（※１）

未申請件数

申請率

申請済み件数
（※１）

振込処理件数（※2）

給付率

約200,500件

約20,500件

90.7%

約200,500件

約１79,000件

89.3%

※１ 申請・給付状況の申請済み件数は、オンライン申請と郵送申請の件数を合算したものです。
※2 給付状況の振込処理件数は、振り込みが確定している件数です。入金まで5営業日程度かかるものも含まれています。

詐 欺 被 害 防 止 給付金の代行を装う不審なチラシにご注意を！
一言アドバイス
警察によると、都内で「特別定額給付
金手続きを代行します」という不審な
チラシが郵便受けに投函されていま
す。チ ラ シ に はLINEのIDや 電 子 メ ー
ルアドレスが記載されており、連絡を
促しています。
詐欺の犯人は、チラシに限らず、はが
きやメールなどを使って相手に連絡を

自分から連絡しない！個人情報は伝えない！

させ、個人情報を聞き出したり、ATM
少しでも不安や疑問を感じた場合に
の操作をさせるなどしてお金を騙し取 は、
お近くの警察署または区危機管理課
ろうとします。
にご相談ください。
連絡先の真偽が確認できないとき 【警察署代表電話】
▶牛込☎
（3269）
0110、
は、慌てて連絡をしないでください。も ▶新宿☎
（3346）
0110、
▶戸塚☎
（3207）
し連絡をしてしまっても、会話の中で 0110、▶四谷☎（3357）0110
個人情報を聞かれたときは、すぐに答 【問合せ】
区危機管理課危機管理係
（本庁
えず、一旦電話を切りましょう。
舎4階）
☎
（5273）
3532・㋫
（3209）
4069へ。

区内の特殊詐欺被害
認知件数（6月）
特殊詐欺の主な種類
オレオレ詐欺
預貯金詐欺
還付金詐欺
架空料金請求詐欺
キャッシュカード詐欺盗
合計

件数
0件
１件
5件
2件
2件
１0件

※区危機管理課調べ

★本紙は新聞折り込みでお届けしています。主な区立施設・駅・スーパー・新聞販売店などにも置いています。新聞を購読していない方には配達します。

（2）第 2326号

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！
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快適なマンションライフのために
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【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7
階）☎（5273）3567へ。
⃝監事の役割と監査結果の伝え方
管理組合の業務の執行、財産状況に
対する客観的な監査役として、監事の
役割は重要です。業務監査・会計監査
とともに、法令や規約、管理組合運営
に関する知識などが必要になります。
あるマンションの監事の方から、理
事が作成した監査報告書の
「問題な
し。おおむね良好」という定型文に署
名捺印したくないという主旨の相談
がありました。本来、監査報告書には
監査した結果を書き、指摘事項があれ
ば記載すべきものです。

新型コロナの影響で
外出を自粛している
高齢者の方へ

もし、ともに役員活動をしている理
事への心遣いから、
「 業務執行が不適
切だった」と記載することにためらい
を感じるのであれば、否定するような
書き方ではなく、
「 今後の課題として
検討する必要がある」といった前向き
な書き方にしてみるなど、工夫の余地
はあります。
監事も理事も同じマンションの住
人です。皆さんがお互いによりよいマ
ンションライフを送るため、伝え方の
工夫をしてみてはいかがでしょうか。

高齢者総合相談センターは
電話でも相談を受け付けています

明るい選挙啓発ポスターコンクール
作品募集

お子さんの就学先について
一緒に考えます

お子さんの発達の状態等に応じて適
切な教育を受けられるように、就学相
談を行っています。
【日時】8月11日㈫午前10時30分～11
時30分・午後2時～3時
【会場】区立教育センター
（大久保3―1
―2）
【対象】令和3年4月に就学するお子さ
んの就学相談を検討している保護者ほ
か、各回50名
【内容】就学相談の概要、特性に応じた

みどりの実態調査にご協力ください
区内のみどりの状況を把握するため、5年ごとに実施しています。樹木・樹林・生
垣・壁面緑化等の現地調査で、区が委託した調査員（区が発行する身分証明書を携
がお伺いすることがあります。
ご協力をお願いします。
帯し、
腕章を着用）
【調査期間】7月27日㈪～12月28日㈪
【調査内容】樹木・樹林・生垣・壁面緑化等の調査
【問合せ】
みどり公園課みどりの係（本庁舎7階）
☎
（5273）
3924へ。

平和について考えてみませんか
戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えるため、
「 新宿区
の戦争被害」
「 広島・長崎における被爆の実相」等のパネ
ルや、戦時中の現物資料を展示します。
【日時・会場】▶7月29日㈬～8月11日㈫
（土・日曜日、祝日を除く）午前8時30分～午
後5時（火曜日は午後7時まで）
…区役所本庁舎1階ロビー
▶8月13日㈭～25日㈫（24日㈪を除く）午前9時30分～午後5時30分
（入館は午後
5時まで）…新宿歴史博物館
（四谷三栄町12―16）
【問合せ】
総務課総務係（本庁舎3階）
☎
（5273）
3505へ。

【期間】

石黒紗彩
大谷澪
（戸山小・ 年） （牛込第二中・ 年）

●

新型コロナ感染拡大防止に向けた緊急事態宣言期間・新宿区コロナ警戒期間（4
月7日～6月30日）を踏まえ、期間中に自転車等駐輪施設等の定期利用を控えてい
た方に、期間相当の利用料金を返金します。
【申請方法】口座情報が分かるもののコピー
（通帳・キャッシュカード等）、認印
（シ
ャチハタ不可）をお持ちの上、令和3年3月31日㈬までに直接、利用する駐輪施設を
管轄する有人駐輪場へ。
詳しくは、
新宿区ホームページでご案内しています。
【問合せ】自転車対策コールセンター☎（5273）
3896へ。
【区の担当課】交通対策課自転車対策係
（本庁舎7階）☎（5273）
4144

■ 図書館の平和関連イベント

「投票参加」
「 明るい選挙」に求められることを自由に表現 昨年の入賞作品
してください。
【対象】
区内在住・在学の小・中学生、高校生
【規格等】四つ切り
（542mm×382mm）、八つ切り（382mm
×271mm）
程度。
描画材料は自由
【表彰等】
入選、
佳作
（各20名以内、応募者全員に参加賞あり）
6
※入選作品の上位を東京都の審査会に推薦します。
【申込み】作品の裏に、氏名
（ふりがな）
・学校名・学年・組を記
入 し、
9月11日 ㈮ ま で に 区 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局
（ 〒160-8484歌 舞 伎 町1―5―1、第1分 庁 舎3階 ）☎（5273）
3740へ郵送
（必着）または直接、お持ちください。応募作品は
明るい選挙啓発事業に使用します。入選者の氏名・学校名・学
2
年は、公表することがあります。

就学相 談 説 明 会

駐輪施設利用料金を返金します

■ 平和展

新型コロナによる生活の変化等から起こる不安や困り事は早めの相談・対応が
高齢者総合相談センターは、高齢者の皆さんが地域で安心して暮らすこ
大切です。
とを支援する相談機関です。健康・福祉・医療・生活に関することなど気軽にご相談
ください。来所での相談も受け付けています。最寄りの高齢者総合相談センターが
分からない方は、
お問い合わせください。
【問合せ】新宿区役所高齢者総合相談センター（本庁舎2階、高齢者支援課内）
☎（5273）
4593・☎
（5273）4254へ。

適切な就学先ほか
【申込み】7月27日㈪から電話で教育支
援 課 特 別 支 援 教 育 係 ☎（3232）
3074
へ。先着順。託児はありません。当日の
参加が難しい場合は、電話での説明も
行っています。

百科事 典講座
「チャレンジしよう 百科事典」
【日時】8月8日㈯午前10時30分～11時
30分
【対象】小学生以上、5名
【内容】ワークシートを使ったゲーム形
式で百科事典の使い方を学ぶ
【会場・申込み】
7月28日㈫から電話ま
た は 直 接、戸 山 図 書 館
（ 戸 山2―11―
101）
☎
（3207）
1191へ。先着順。

8月20日㈭まで

【会場・問合せ】

北新宿図書館
北新宿3―20―2
☎
（3365）
4755

願いを込め、
折り鶴を作ろう
同館で配布する折り紙で自宅で折り鶴を作り、来
館時にお持ちください。回収した折り鶴を千羽鶴に
して広島市へ送ります。
● 短歌で伝える平和への思い
平和がテーマの詩・俳句・短歌等を募集します。同
館で配布する応募用紙に記入し、お持ちください。作
品は後日、
館内に展示します。
●

■ 図書館ホームページで平和に関する情報提供を行っています
㋭https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/
区立図書館ホームページでは、平和等に関するホームページや本を紹介してい
ます。本のリストは、各区立図書館でも配布します。この機会に平和について考え
てみませんか。
【問合せ】中央図書館
（大久保3―1―1）
☎
（3364）
1421へ。
【内容】お子さんの調べる学習の進め方
や作品を作る上で大切なポイントを図
書館スタッフが解説
⃝コツをつかもう 調べる学習
【日時】8月9日㈰・15日㈯・16日㈰いず
れも午前10時30分～11時30分（午前
10時15分開場）、3回とも同じ内容
【対象】小学生以上、各回5名
【内容】自由研究・調べる学習のテーマ
決め・調べ方・まとめ方のこつを図書館
スタッフが解説
………＜以下共通＞………
【会場】戸山生涯学習館
（戸山2―11―
101）
【申込み】7月28日㈫から電話または直
接、戸 山 図 書 館
（ 戸 山2―11―101）
☎（3207）1191へ。先着順。

調べ る学習支援講座
⃝保護者向けガイダンス
「調べる学習の進め方」
【日時】8月8日㈯午後2時～3時（午後1
時30分開場）
【対象】小学生以上のお子さんの保護
者、
5名

令和2年（2020年）7月25日発行

プラネタリウム一般公開番組
⃝星空散歩「夏」～ヘルクレスの神話物
語とコズミック･コリジョンズ
（衝突）
【日時】8月7日㈮・8日㈯・14日㈮・15日

㈯・16日 ㈰・23日 ㈰、い ず れ も 午 前10
時30分から・午後1時30分から・午後2
時50分から（受け付けは投影開始の30
分前から。投影時間約50分。投影開始
後の入退場不可）
【費用】
300円
（中学生までは無料）
【会場・申込み】
当日直接、
新宿コズミッ
クセンター8階プラネタリウム
（大久
保3―1―2）
へ。
各回先着30名。
【問合せ】新宿未来創造財団スポーツ・
マラソン課☎（3232）
7701へ。

エコギャラリー新宿
8月の展示
【期間・内容】展示時間はお問い合
わせください。
● 区民ギャラリー
▶8月10日 ㈷ ～16日 ㈰ … ヒ マ ラ
ヤ 光 の 詩5th～ 小 野 克 之 作 品 展
（絵画）
【会場・問合せ】エコギャラリー新
宿
（ 西 新 宿2―11―4）☎
（3348）
6277へ。

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。

11月
宿泊分

箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳

特別区民税・都民税を滞納している方は相談を

区民保養施設の利用申し込み

8月2日㈰
8月2日
㈰

【受付窓口・電話】新宿区保養施設受
付（本庁舎１階）
☎
（5273）
388１
【受付日時】月～金曜日午前9時～午
後5時。土・日曜日、祝日等は㈱日本旅
行☎
（5369）
3902
（午前１0時～午後
6時。
電話受け付けのみ）
へ。
※窓口での受け付けは7月27日㈪か
ら再開します。
施設の営業は、8月1日㈯から再開し
ます。新型コロナ感染防止のため当面
の間、
客室数を減らして営業します。
◎抽選
（区民抽選予約）
区内在住の方のみ申し込めます。
【申込期間】
8月1日～11日
（必着）
【申込方法】受付窓口・特別出張所・生涯
学習スポーツ課で配布の「抽選はがき」
でお申し込みください。8月19日㈬こ
ろまでに結果通知が届かない場合は、
受付窓口へお問い合わせください。
◎空き室予約
抽選後の空き室は、区内在住の方の
み申し込める「区民優先予約（当選者
を含む）」、どなたでも申し込める「一

般予約」の順に、それぞれ先着順で、電
話か受付窓口で予約を受け付けます。
空き室の状況は、受付窓口・特別出張
所のほか、㈱日本旅行の空室情報ホー
ム ペ ー ジ（ ㋭ http://ntasports.net/
shinjukuku/）
でも確認できます。
【申込開始日】▶区民優先予約…8月21
日㈮、▶一般予約…9月1日㈫
※箱根つつじ荘に宿泊する方には、小
田急線の運賃割引証を発行します。
※利用のご案内
「区民保養施設ハンド
ブック」は、抽選はがきとともに受付窓
口・特別出張所・生涯学習スポーツ課で
配布しています。
【11月の休館日】グリーンヒル八ヶ岳…
4日㈬～6日㈮
【区の担当課】生涯学習スポーツ課生涯
学習スポーツ係
（本庁舎1階）☎
（5273）
4358
グリーンヒル八ヶ岳からのお知らせ
新宿駅西口発観光バスツアーは当面
の間、
休止しています。
【問合せ】グリーンヒル八ヶ岳☎0551
（32）
7011へ。

第 2326号（3）

休日納税相談を実施します
を実施します

納期限を過ぎても納付・連絡がない場合は、差し押さえ等の滞
納処分を行うことになります。収入や生活状況を確認できる書類
などをお持ちの上、この機会に相談においでください。電話での
相談も受け付けます。
【開設時間】
午前9時～午後4時30分
【開設場所・問合せ】
税務課納税係
（本庁舎6階）
☎
（5273）
4534へ。
※当日は休日夜間出入口をご利用ください。車いすをご利用の方は、事前にご連絡
ください。

国民健康保険に関する事務の
特定個人情報保護評価書（全項目評価書）を
公表しています
令和3年度から保険者・医療機関・薬局の間で実施されるオンライン資格確認等
に向けて、国民健康保険に関する事務の特定個人情報保護評価を再実施し、評価書
の記載を変更しました。
評価書では、主に特定個人情報
（個人番号を含む個人情報）を取り扱う際に想定
されるリスクと、リスクを軽減させるための保護措置を記載しています。変更に当
たっては、パブリック・コメント制度を実施したほか、外部の第三者
（個人情報の保
護等に知見を有する者）
による点検での指摘などを参考にしました。
評価書の全文は、医療保険年金課・区政情報課
（本庁舎3階）
・区政情報センター
（本庁舎1階）
・特別出張所・区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページで
ご覧いただけます。
【問合せ】
医療保険年金課庶務係（本庁舎4階）
☎
（5273）
3880へ。

8月5日㈬ 午前11時から

きなどは、会議が一部非公開となるこ
とがあります。

防災行政無線による

環境審議会
東京都都市計画審議会

J ア ラ ー ト 全国一斉試験放送
Jアラート
（全国瞬時警報システム）の動作
確認のため、訓練放送が「防災スピーカー」か
ら流れます。
屋外で大きな音がしますが、
ご理
解をお願いします。
【問合せ】危機管理課地域防災係
（本庁舎4階）
☎（5273）
3874へ。

試験放送の内容
「これは、Jアラートのテストです」
（3回）
▶
「こちらは、

ぼうさい新宿です」
▶
※始めと終わりにチャイム音が流れます。

ケーブルテレビの
広報番組
（8月放送）

Jアラートとは
弾道ミサイル 情報、緊急地
震速報など、対処に時間的余
裕のない事態に関する情報を
国から送信し、区市町村の防
災行政無線等を自動起動する
ことにより、国から住民に緊
急情報を瞬時に伝達するシス
テムです。

わたしのまち新宿 プラス

地域の魅力を発信する区の広報番組「わたしのまち新宿」が、
8月放送から新た
に
「わたしのまち新宿 プラス」に生まれ変わり、より充実した内容で区政やまちの
魅力を発信していきます。
初回の放送となる今回は、新型コロナを特集し、感染予防や新しい生活様式の気
を付けたいポイントを紹介するとともに、区内の文化芸術施設や飲食店が感染予防
対策に取り組みながら前向きに営業する様子をお伝えします。
番組の放送
画配信します。また、
8月7日㈮から、区
8月1日㈯～31日㈪、
ジェイコムチャン 政情報センター
（本庁舎1階）
、区立図書
ネル港・新宿
（11チャンネル）
で、
▶午前9 館（所蔵は中央・四谷・下落合図書館の
時から
（1日㈯～13日㈭は午前7時30分か み）
でDVDを貸し出します。
ら）
、▶午後6時35分から、▶午後11時か 【問合せ】区政情報課広報係
（本庁舎3
ら
（1日㈯～13日㈭は午後9時30分から） 階）
☎
（5273）
4064へ。
の毎日3回放送します
（20分番組）
。
※ケーブルテレビの受信については、
※番組は、新宿区ホームページでも動 ジェイコム東京☎0120
（914）
000へ。
●

【日時】9月7日㈪午後1時30分から
【会場】
東京都庁
（西新宿2―8―1）
【申込み】傍聴を希望する方は、往復は
がき
（1人1枚）に3面記入例のとおり記
入し、8月17日㈪
（消印有効）までに東
京都都市整備局都市計画課計画監理担
当
（〒163-8001西新宿2―
2―8
2―
―8―
8―1）☎
（5388）
3225へ。定員15名。応募者多数の場合
は抽選し、当選者にのみ通知を郵送し
ます。
付議予定案件は、
同局ホームペー
ジ
（㋭https://www.toshiseibi.metro.
tokyo.lg.jp/keikaku/shingikai/
yotei.htm）でご案内しています。個人
のプライバシーに関わる案件があると

区民の声委員会
区民の声委員会は、
3人の委員が区の
業務に関する苦情を第三者的な立場か
ら公正・中立に処理する機関です。プラ
イバシーの保護には特に配慮していま
す。
安心してご相談ください。
【問合せ】区民の声委員会（〒160-8484
歌 舞 伎 町 1 ― 5 ― 1 、第 1 分 庁 舎 2 階 ）
☎
（5273）
3508へ。
【申し立てができる方】個人・法人・その
他の団体で、区の機関の業務の執行等
に関する事項や職員の行為に直接的か
つ具体的に利害関係のある方
【申し立ての方法】苦情申立書を同委員
会へ郵送または直接、お持ちください。
申立書は同委員会で配布しているほ
か、新宿区ホームページから取り出せ
ます。
※ほかの救済制度がある場合や一定期
間を経過している事項などの場合には、
申し立てができないことがあります。
【受付日時】月～金曜日
（祝日等を除く）
午前9時～12時・午後1時～5時

【日時】8月20日㈭午後2時～4時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、
区役所本庁舎5階大会議室へ。
【問合せ】環境対策課環境計画係（本庁
舎7階）
☎
（5273）
3763へ。

はがき・ファックスの記入例
講座・
催し等の
申し込み

①講座・催し名
②〒・住所
③氏名
（ふりがな）
④電話番号
※往復はがきは、
各記事 （往復はがきの場
で指定がある場合のみ。 合は、
返信用にも
※費用の記載のないも
住所・氏名）
のは、
原則無料。

区の業務に関する苦情を
お聴きします
★令和元年度の
苦情申し立て・相談等の状況
受け付け件数は26件でした
（下表）
。
受け付け件数のうち、苦情申立書によ
る申し立ては
「区に紹介された土のう
回収業者の料金が職員の説明より高額
であったことについて」
等9件でした。
※運営状況報告書は、同委員会・区政情
報課
（本庁舎3階）
・区政情報センター
（本庁舎1階）
・特別出張所・区立図書館
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。
苦情申立書による申し立て
9件
行政への要望事項が
１件
調査結果 あるもの
通知書を
行政の対応に不備が
送付
3件
なかったもの
調査しない旨を通知したもの
4件
調査を中止した旨を通知したもの １件
電話・来所による苦情・相談等
１5件
区民の声委員会の所管外・その他の
2件
もの
計
26件

イベント等は中止する場合があります。また、施設の利用・イベント等の参加に当たっては、各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください
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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

令和2年（2020年）7月25日発行

早期発見
早期治療のための

がん検診

令和3年3月31日㈬
㈬まで

受診期間

（胃内視鏡検査は1月31日㈰まで）

区の指定医療機関

受診場所
がんは日本人の死因第１位の病気です。約2人に１人が「がん」にかかる可能性
があると言われ、新宿区でも毎年８00人近い方が「がん」で亡くなっています。
一方で、多くの研究成果から、生活習慣の見直しで「がん」にかかるリスクが低
くなることが分かってきました。
また、がんは、早期のうちは自覚症状がないため、早期発見・早期治療のため
のがん検診の受診が必要です。定期的にがん検診を受診し、がんの早期発見に
つなげましょう。
【問合せ】健康づくり課健診係（第2分庁舎分館１階）☎（52７3）４20７・㋫
（52７3）
3930へ。

区が実施しているがん検診
下記のがん検診を区の補助により、自費で受診する場合の
１割程度の金額で受診できます。

しんじゅく健康フレンズ・こころ

※新宿区ホームページに実施医療機関一覧を掲載しています。

◆ 新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします ◆
⃝ 受診の際は、
発熱等の症状がないことを確認してください。
⃝ マスクを着用してください。
⃝ 各医療機関の感染予防策にご協力ください。

がん検診受診の流れ
しんじゅく健康フレンズ・菜々

がん検診票を用意

検診票は対象者あてに健康づくり課健診係から

※令和2年度特別区民

すでに郵送しています。検診票をお持ちでない方

税 非 課 税 世 帯 の 方 は、

は、電話等で健康づくり課健診係へ請求してくだ

事前の手続きで費用が

胃がん検診
【対象】
50歳以上
（昭和４6年3月3１
日までに生まれた方）
【内容・費用】
▶①胃内視鏡検査…2,000円
▶②胃部エックス線検査…１,900円
※①②いずれかを選択して受診で
きます
（②は４0歳～４9歳の方も受診
可）
。①を受けた翌年度は区の胃が
ん検診は受けられません。

子宮頸がん検診
【対象】
20歳以上
（平成１3年3月
3１日までに生まれた方）で偶数
年齢の女性
※奇数年齢で令和元年度に検診
を受けていない方も受診できま
す。
【内容・費用】頸部細胞診…900円

【対象】４0歳以上（昭和56年3月
3１日までに生まれた方）
【内容・費用】
便潜血検査…600円

肺がん検診
【対象】４0歳以上（昭和56年3月
3１日までに生まれた方）
【内容・費用】
▶①胸部エックス線…900円
▶②胸部エックス線検査と喀痰
細胞診…１,200円
※②は50歳以上で、
１日の喫煙
本数×喫煙年数（過去の喫煙含
む）
が600以上の方が対象です。

案内」
に医療機関一覧を掲載しています。

問診欄を記入した検診票と健康保険証等を受診

受診

日にお持ちください。

精密検査の手順や検査

を受けられる医療機関は、

【対象】
４0歳以上
（昭和56年3月
3１日までに生まれた方）で偶数
年齢の女性
※奇数年齢で令和元年度に検診
を受けていない方も受診できま
す。
【内容・費用】マンモグラフィ…
８00円

前立腺がん検診
【対象】
50歳以上の男性（昭和４6
年3月3１日までに生まれた方）
【内容・費用】
PSA検査
（血中のPSA
値を調べる採血検査）
…200円
※他の5つのがん検診とは異な
り、自治体が実施するがん検診
として国が示す指針外の検診で
す。

プレイパークで遊ぼう
自分の責任で自由に遊ぶ子
どもの遊び場
「プレイパーク」
は区民の皆さんが自主的に活
動し、活動経費の一部を区が
助成しています。
木に登ったり、道具を使っ
て新しい遊びに挑戦したり、
やってみたいと思うことにチ
ャレンジしてみませんか。
【問合せ】子ども家庭支援課
子育て支援係☎
（3232）
0695・
㋫
（3232）
0666へ。

検診票に同封している
「健康診査・がん検診のご

医療機関に予約

後日、
医師から結果説明

乳がん検診
大腸がん検診

さい。

免除されます。

がん検診の結果説明時に

異常なし

要精密検査

定期的に検診
を受けましょ
う。

精密検査（保険診
療）
を受けましょう。

医療機関からお知らせし
ます。

がん検診と合わせて

５つの生活習慣でがん予防を
国立がん研究センターの調査によると、以下の5つの生活習慣
の多くを実践する人ほど、がんになるリスクが低くなるという
ことが分かっています。
しんじゅく健康フレンズ・ケンゾウ
禁煙………………
……………たばこは吸わない。
また、
他人のたばこの煙を避ける
節酒………………節度のある飲酒を心
………………節度のある飲酒を心掛け、
飲めない人は無理をしない
食生活を見直す……減塩を心掛け、
……減塩を心掛け、
野菜や果物を積極的にとる
…太りすぎ・やせすぎにならないよう食事の量を調整する
適正体重の維持……
体を動かす…………家事や仕事等、
…………家事や仕事等、
日常生活の中で積極的に体を動かす

プレイパーク名

活動場所

問い合わせ先

新 宿・戸 山 プ レ イ パ ー 都立戸山公園大久保地区のび
☎0９0
（１８46）８004
クの会
のび広場
（大久保3―5）
四谷冒険あそびの会

みなみもと町公園
（南元町20）
☎0８0
（50９2）９4１９
若葉公園
（若葉3―4）

西 新 宿 冒 険 あ そ び・わ
新宿中央公園
（西新宿2―１１） ☎0９0
（7９4９）
237９
んぱーく
落合プレイパーク

西落合公園
（西落合2―１９）
落合中央公園
（上落合１―2）

白銀公園プレイパーク
（上記の4団体が共同で 白銀公園
（白銀町3）
開催）
手づくりのツリーハウスで自由な遊びをする子どもたち ※活動日時は各団体へお問い合わせください。
※活動内容は場所により異なります。
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。

☎0９0
（445１）
3762
☎0９0
（724１）９35９

