
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。
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★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。

令和2年（2020年） 第2338号

くらし    2・6・8面 イベント    6・8面

住宅・まちづくり    2面

施設    7面

福祉    3面

保健・衛生    6・7・8面

▶高齢者マッサージサービス

イベント等を中止・変更する場合がありまイベント等を中止・変更する場合がありますす
　最新の情報は、新宿区ホームページまたは各主催者・各施設に直
接、ご確認ください。

　新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行が心配されています。発熱、
咳、味覚・嗅覚異常、全身倦怠感等の症状があるときは、早期に治療が受けられる
よう、地域の身近なかかりつけ医に電話で相談してください。かかりつけ医がい
ない方には、新宿区発熱等電話相談センターまたは東京都発熱相談センター（右
下記）でお近くの相談できる医療機関をご案内します。
【問合せ】保 健 予 防 課 保 健 相 談 係（第2分庁舎分館1階）☎（5273）3862・
㋫（5273）3820へ。

かかりつけ医がいる場合

かかりつけ医がいない場合

⃝新宿区発熱等電話相談センター
　☎（5273）3836・㋫（5273）3820
（電話は土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時）
※帰国者・接触者電話相談センターから名称が変わりました。

◎症状はないが心配な方、予防方法等一般的な相談をしたい方◎

■新宿区新型コロナウイルス電話相談センター
☎（5273）3836・㋫（5273）3820

　（電話は土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時）

■東京都新型コロナコールセンター（一般電話相談）
　☎0570（550）571 （午前9時～午後10時）

◎外国語による案内◎
■東京都保健医療情報センター「ひまわり」

☎（5285）8181 （午前9時～午後8時）
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・タイ語に対応しています。

■東京都新型コロナコールセンター（一般電話相談）
☎0570（550）571 （午前9時～午後10時）
※英語・中国語・韓国語に対応しています。

● 直接受診をする前に、かかりつけ医に必ず電話をしてください
　医師が診察の上、新型コロナ・インフルエンザ検査等の必要性を判断します。休　医師が診察の上、新型コロナ・インフルエンザ検査等の必要性を判断します。休
日・夜間等でかかりつけ医の診察時間外の場合は、日・夜間等でかかりつけ医の診察時間外の場合は、右下記の東京都発熱相談センの東京都発熱相談セン
ターで医療機関をご案内します。ターで医療機関をご案内します。

●右記相談先でお近くの医療機関をご案内します
　案内された医療機関に、電話で相談してください。医師が診察の上、新型コロ　案内された医療機関に、電話で相談してください。医師が診察の上、新型コロ
ナ・インフルエンザ検査等の必要性を判断します。ナ・インフルエンザ検査等の必要性を判断します。

かかりつけ医がいる かかりつけ医がいない

かかりつけ医に電話で相談

⃝新宿区発熱等電話相談センター
⃝東京都発熱相談センター
（連絡先は下記）のいずれかに電話で相談

案内された医療機関に電話で相談

診察（オンラインでの診療の場合もあり）の上、必要に応じ
新型コロナの検査・インフルエンザ検査等
※オンライン診療も費用がかかります。

⃝東京都発熱相談センター（24時間）
　☎（5320）4592

Ｑ：医師等に電話で相談するときは何を伝えたらよいですか？Ｑ：医師等に電話で相談するときは何を伝えたらよいですか？
Ａ：いつ頃からどんな症状があったか、発熱症状のある人が身近にいたか、いつ頃からどんな症状があったか、発熱症状のある人が身近にいたか、3密
（密閉・密集・密接）の状態で過ごす時間があったか等を伝えてください。（密閉・密集・密接）の状態で過ごす時間があったか等を伝えてください。

Q＆A

新型コロナ関連情報    2面

▶子育て住宅の入居者を募集

咳…咳…咳…咳…

発熱…発熱…発熱…発熱…発熱…発熱…発熱…発熱…発熱…発熱…発熱…発熱…発熱…発熱…

発熱等の症状がある場合

身近なかかりつけ医に

まずは電話で相談を

新型コロナかも!?

風邪の症状があったときは

★今後、変更になる場合があります。詳しくは、新宿区
ホームページ（右図QRコード）でご確認ください。

お知らせ    3・4・5・7面

▶令和3年度予算見積もりの

QQ：かかりつけ医で新型コロナの検査を受けることはできますか?
Ａ：Ａ：医療機関によって異なります。その医療機関で対応できない場合は、かかり医療機関によって異なります。その医療機関で対応できない場合は、かかり
つけ医が他の医療機関や区保健所のPCR検査センターを案内します。つけ医が他の医療機関や区保健所のPCR検査センターを案内します。

相談の流れ



（2）第 2338号 …イベント …講座 令和2年（2020年）11月25日発行イベント・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、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

同キャンペー
ン参加店での商
品購入やサービ
スの利用500円
ごとに、スピード
くじ方式の抽選券（写真）を1枚配布し
ています（数に限りあり）。詳しくは、お
問い合わせください。新宿区商店会連
合会ホームページ「新宿ルーペ」
（ ㋭http://shinjuku-loupe.info/）で
もご案内しています。
【問合せ】新宿区商店会連合会事務局
☎（3344）3130へ。

みんなの区民ギャラリー展

作品募集

● 緑の公園の中のギャラリーで
　あなたの作品を展示してみませんか
【展示日時】令和3年2月9日㈫～14日
㈰午前10時～午後6時（作品搬入は2月
8日㈪午前10時～午後4時、作品搬出は
2月15日㈪午前10時～午後5時）	
【応募資格】区内在住・在勤・在学の方
【展示作品】▶絵画（10号まで）、▶書（半切
りまで）、▶写真（4つ切りワイドまで）、▶手
工芸、▶生け花、▶俳句ほか（1人に付き1点）
【会場・申込み】出品申込書を令和3年1月
20日㈬までに郵送（必着）・ファックス・
電子メールまたは直接、区民ギャラリー

（〒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。
応募者多数の場合は抽選。出品申込書
等は区立図書館、地域センター、特別出
張所、地域交流館等で配布しています。
詳しくは、お問い合わせください。

家具長持ち講座

● 木製家具やフローリング等
　のキズ直しDIIY体験
【日時】12月12日㈯午後1時30分～3時
30分
【対象】区内在住・在勤・在学の方、6名
【会場・申込み】11月27日㈮から電話ま
たは直接、西早稲田リサイクル活動
セ ン タ ー（ 西 早 稲 田3―19―5）
☎（5272）5374（月曜日休館）へ。先着
順。

12月1日～7日は

TOKYO交通安全キャンペーン

●世界一の交通安全都市世界一の交通安全都市世 T界一の交通安全都市T界一の交通安全都市 OKYOTOKYOT を目指して
　12月は、年末に向け交通量が増え、
交通事故や交通渋滞が多く発生する傾
向があります。交通事故防止のため、交
通ルールを守り、正しい交通マナーを
実践しましょう。
【重点項目】
▶子供と高齢者の安全な
通行の確保
▶飲酒運転の根絶・高齢運転者等の
交通事故防止
▶自転車の交通事故防止
▶二輪車の交通事故防止
▶違法駐車対策の推進
【問合せ】交通対策課交通企画係（本庁
舎7階）☎（5273）4265へ。

対象期間・申請期間を
令和3年3月31日まで
延長します
　区内で店舗を営む中小企業者・
個人事業主に、感染症拡大防止
対策・業態転換等、来客へのおも
てなし向上に取り組む事業にか
かる経費を助成します。
【助成限度額】1社に付き50,000
円

新型コロナ関連情報 新宿応援セール
実施中

【抽選券配布期間】11月30日㈪まで
【当たりくじ使用期間】
12月10日㈭まで

【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 
▶2日㈬～5日㈯…暮らしを彩る幸
染展2020「新しい暮らしを彩る♥」
幸染～sachisome～ コ ラボ展
華やかな女性アーチストたち（押し
花・フラワーアート・写真）
▶16日㈬～令和3年1月20日㈬…
「みどりのカーテン展」「環境カレン
ダー展2021」「新宿の花・みどりいっ
ぱい写真展2020」「新宿区環境絵画・
環境日記展2020受賞作品展」
【会場・問合せ】エコギャラリー新宿
（西新宿2―11―4）☎（3348）6277
へ。

エコギャラリー新宿 12月の展示

◆おもてなし店舗支援 ◆小規模商店会
   新型コロナウイルス
   感染症拡大防止支援事業

◆マンションの自主防災組織を

　結成しましょう

　区民の約8割が集合住宅に居住し
ているため、災害発生時には共助の
要として、マンション自主防災組織
が大きな役割を担います。
　区では、マンション自主防災組織
の結成促進・活動支援のため、区が選
定した資機材の中から、合計20万円
分（税込）を限度に、現物支給してい
ます。また、高層マンション特有の揺
れを疑似体験できる長周期地震動シ

快適なマンション

ライフのために 23 【問合せ】危機管理課地域防災係（本庁
舎4階）☎（5273）3874へ。

ミュレータ訓練や防災講話を実施し
ています。
　災害発生時は、行政の支援が行き
届くまで時間がかかる場合がありま
す。そのため、日頃から自分で災害へ
の備えをしておくことが大切です。
区では、最低3日分の食料等の備蓄
をお願いしているほか、家具の転倒
防止に対する助成等を行っています。
　詳しくは、お問い合わせください。
新宿区ホームページでもご案内して
います。

子育て住宅の入居者を募集しますを募集しますを募集しますを募集しますを募集しますを募集しますを募集します
募集案内の配布は12月1日㈫～9日㈬

● 礼金・手数料・再契約料は不要
● 入居成約後にエアコン（2基まで）・温水洗浄便座を設置

します（住戸の仕様により設置できない場合あり）
●  保証方法を「連帯保証人」「保証会社」「敷金（使用料3か月

分）」から選択できます
　使用期間は原則5年（使用料は定額）
で、使用期間満了時に要件を満たして
いれば再契約できます。
【申込資格】国内在住で、同居する20歳
未満のお子さんを扶養し、世帯の収入
が所得基準内（右表）の方。詳しくは、募
集案内をご覧ください。
【申込み】募集案内に折り込みの申込書を
郵送で住宅課区立住宅管理係（〒160-
8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎7階）
☎（5273）3787へ。12月10日㈭までの消印
で、で、で11日㈮までに届いたものを受け付け付け けます。
※募集案内は、住宅課、区政情報セン
ター（本庁舎1階）、区役所第1分庁舎1階
受付、特別出張所、中央（大久保3―1―

1）・四谷（内藤町87）・鶴巻（早稲田鶴巻
町521）図書館で配布します（施設の休
館日を除く）。12月1日㈫からは、新宿区
ホームページからも取り出せます。
※随時受け付けている子育て住宅もあ
ります。詳しくは、お問い合わせください。
■ 所得基準表 ■

家族数 年間所得金額
2人 227万6,000円～1,206万8,000円
3人 265万6,000円～1,244万8,000円

※所得金額は所得税法上の所得金額をいい、
給与所得控除後または必要経費控除後の前年
中の所得金額です。計算方法は「募集案内」を
ご覧ください。
※家族数には申込者本人を含みます。家族数
が4人以上の場合は、1人に付き38万円を加算
してください。

● 都市再生特別地区（新宿駅西口地区）の変更
【縦覧・意見書の提出期間】12月2日㈬～16日㈬
【縦覧場所】東京都都市整備局都市計画課（〒163-8001西新宿2―8―1、都庁第
二庁舎12階北側）・区新宿駅周辺まちづくり担当課（本庁舎7階）
【意見書の提出・問合せ】任意の用紙に住所・氏名・電話番号、都市計画案の名称と意
見を記入し、12月16日㈬までに郵送（消印有効）または直接、東京都都市整備局都市
計画課☎（5388）3225へ。

都市計画案の縦覧・意見書の提出

区では、誰もが移動しやすく、利用しやすく、分かりやすいまち誰もが移動しやすく、利用しやすく、分かりやすいまちづくりを推進する
ため、ユニバーサルデザインまちづくりに取り組む施設に標示する適合証のシンボ
ルデザインを募集します。詳しくは、お問い合わせください（上図QRコード参照）。
【応募方法】12月1日㈫～令和3年2月15日㈪に所定の応募用紙と作品を郵送（消印
有効）または直接、景観・まちづくり課（〒160-8484歌舞伎町1―4―4― ―4―4 1、本庁舎8階）
☎（5273）3843・㋫（3209）9227へ。同事業ホームページ（㋭https:/㋭https:/㋭ /www.koubo.
co.jp/system/contest/shinjukuud/（上図QRコード））からも応募できます。案内チラ
シ・応募用紙は同課で配布しているほか、同事業ホームページから取り出せます。

10月に全面施行

新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例

募集は
7戸

申請期間を
令和3年3月15日まで
延長します
　会員店の売上拡大に繋がるデリバ
リー事業の実施や共同での販売促進
事業の実施など商店会の新たな取り
組みにかかる費用を補助します。
【助成限度額】1商店会に付き100
万円

◆商店会共同販促

　支援事業

　加盟店数100店舗未満の商店会が100店舗未満の商店会が100 3店舗未満の商店会が3店舗未満の商店会が 密（密
閉・密集・密接）状態の回避等につながる取り
組みを行った際にかかる費用を補助します。
【助成限度額】1商店会（加盟店数100店舗
未満）に付き50万円

中小企業・商店会の方向けの
支援事業の申請期間等を延長します

　詳しくは、新宿区ホームページをご覧ください。
【問合せ】産業振興課産業振興係☎（3344）0701へ。

申請期間を
令和3年3月15日まで
延長します

適合証ののののののののののののののののデザインををををををををを募集しますしますしますしますしますしますしますしますしますしますしますしますします
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戸山シニア活動館の催し

● 歴史講演会
【日時】12月13日㈰午
後2時～3時30分
【対象】区内在住の50
歳以上、50名
【内容】講演「病とむきあう江戸時代」
（講師は岩下哲典／東洋大学教授）
【会場・申込み】11月27日㈮から電話ま
た は 直 接、同 館（ 戸 山2―27―2）
☎（3204）2422へ。先着順。

西新宿シニア活動館の催し 

● カ・ラ・ダ・リ・ブースト!!
【日時】12月15日、令和3年1月
19日、2月16日、3月16日の火
曜日午前10時～11時、全4時、全4時、全 回
【対象】区内在住の50歳以上、10名
【内容】ストレッチと自重筋力トレーニ
ングを組み合わせた体操
【会場・申込み】11月27日㈮～12月10
日㈭に電話または直接、同館（西新宿4
―8―35）☎（3377）9380へ。応募者多
数の場合は抽選。

家族介護講演会 

● やさしい家族介護
自分自身をふり返り、心をリフレッシュ

【日時】12月23日㈬午後2時～4時
【会場】戸塚地域センター（高田馬場2
―18―1）
【内容】日々の介護に役立つ講話（講師
は金山峰之／介護福祉士）
【申込み】11月27日㈮から電話かフ
ァックス（3面記入例のとおり記入）
で高齢者支援課高齢者相談第二係
☎（5273）4254・㋫（5272）0352へ。先
着30名。
※介護のため参加が難しい方は、ご相
談ください。

介護者家族会

　高齢のご家族
を介護している
方や介護してい
た方が集まって、
介護の悩みを語り合い、情報交換を行
う場です。
【12月の日時・会場】
▶四谷の会…3日㈭午後1時30分～3
時30分／四谷保健センター等複合施
設（四谷三栄町10―16）

▶大久保・あった会…8日㈫午後1時30
分～3時30分／大久保地域センター
（大久保2―12―7）
▶かずら会…18日㈮午後1時30分～3
時／落合第二地域センター（中落合4
―17―13）
【問合せ】高齢者支援課高齢者相談第二
係（本庁舎2階）☎（5273）4254へ。
※介護のために参加が難しい方は、ご
相談ください。

シルバー人材センターの

書道教室 

　初級教室の受講生を
募集します。
【日時】12月7日・21日、令和3年1月9
日･18日、2月1日･15日、3月1日･15日
の月曜日（1月9日のみ土曜日）
▶午前クラス…10時～12時、▶午後ク
ラス…1時30分～3時30分（1月9日㈯
のみ午後1時～3時）、各クラス全8回
【対象】区内在住・在勤の方、各クラス3
名
【内容】漢字・かなの基本、はがきの書き
方ほか
【費用】8,000円
※全ての回に参加しない場合も同額で
す。

【会場・申込み】11月27日㈮から電話で
同センター（新宿7―3―29、新宿ここ・
から広場しごと棟）☎（3209）3181へ。
先着順。

視覚障害者向け「障害者福祉の手引

（音声DAISY版）」を発行しました

● 令和2年版
障害に関する相談窓口・手帳の申請
方法・日常生活の支援等、障害のある方
が利用できるサービス等の情報を聞く
ことができます。

下記窓口で配布しているほか、希望
者には郵送します。
【問合せ】障害者福祉課相談係（本庁舎
2階）☎（5273）4518・㋫（3209）3441
へ。

施設名（所在地） 電話番号 ファックス番号
日程

12月 1月 2月 3月

ささえーる 薬王寺（市谷薬王寺町51） （3353）2333 （3353）６６４0 1６㈬ 13㈬ 2７㈬ 1７㈬  3㈬ 10㈬

高田馬場シニア活動館（高田馬場3―3９―2９） （33６2）４5６0 （33６8）81６９ 1４㈪ 11㈷ 25㈪  8㈪  8㈪ 22㈪

信濃町シニア活動館（信濃町20） （53６９）６７3７ （53６９）６７38  2㈬ ６㈬ 20㈬  3㈬  3㈬ 1７㈬

戸山シニア活動館（戸山2―2７―2） （320４）2４22 （320４）2４21 15㈫  5㈫ 20㈬ 1６㈫  2㈫ 1７㈬

西新宿シニア活動館（西新宿４―8―35） （33７７）９380 （33７７）９231 18㈮  8㈮ 22㈮ 1９㈮ 12㈮ 2６㈮

早稲田南町地域交流館（早稲田南町50） （3208）2552 18㈮  8㈮ 22㈮ 1９㈮ 12㈮ 2６㈮

西早稲田地域交流館（西早稲田1―22―2） （528６）8311 （528６）831４ ９㈬ 13㈬ 2７㈬ 10㈬ 10㈬ 2４㈬

新宿地域交流館（新宿5―3―13） （33４1）8９55 ９㈬ ６㈬ 20㈬ 1７㈬  3㈬ 1７㈬

山吹町地域交流館（山吹町3４2） （32６９）６18９  8㈫ 12㈫ 2６㈫ ９㈫ ９㈫ 23㈫

上落合地域交流館（上落合2―28―8） （33６0）1４1４ （33６0）1４７７ ７㈪ 1４㈭ 25㈪   8㈪ 11㈭ 22㈪

北新宿地域交流館（北新宿2―3―７） （33６９）585６ （33６９）58７７ 22㈫ 1４㈭ 2７㈬ 2４㈬ 11㈭ 2４㈬

下落合地域交流館（下落合3―12―33） （3９51）0023 1７㈭ ７㈭ 21㈭ 11㈷ ４㈭ 25㈭

百人町地域交流館（百人町2―18―21） （33６8）815６ （33６8）815７ 15㈫ ６㈬ 2６㈫ 1７㈬  2㈫ 25㈭

東五軒町地域交流館（東五軒町5―2４） （32６９）６8９5 （32６９）６35７ 1６㈬ ６㈬ 20㈬ 10㈬   3㈬ 1７㈬

中町地域交流館（中町25） （６2６5）0６08 （32６７）3325 ９㈬ 13㈬ 2７㈬ 10㈬ 10㈬ 2４㈬

本塩町地域交流館（四谷本塩町４―９） （3350）1４5６ （3350）1４5７ 10㈭ 1４㈭ 28㈭ 11㈷ 11㈭ 25㈭

北山伏地域交流館（北山伏町2―1７） （32６９）７1９７ 18㈮ 15㈮ 22㈮ 1９㈮ 12㈮ 2６㈮

中落合地域交流館（中落合2―７―2４） （3９52）７1６3 （35６5）2530 11㈮  8㈮ 22㈮ 12㈮ 12㈮ 2６㈮

北新宿第二地域交流館（北新宿3―20―2） （53４8）６７51 （33６９）0081 25㈮ 12㈫ 2９㈮ 12㈮  5㈮ 1６㈫

高田馬場地域交流館（高田馬場1―４―1７） （3200）581６ 10㈭ 1４㈭ 28㈭ 11㈷ 11㈭ 25㈭

清風園（中落合1―７―2６） （3９51）008６ （5９82）９808 1６㈬ 13㈬ 2７㈬ 1７㈬ 10㈬ 2４㈬
※日程は変更することがあります。各施設にご確認ください。

12月～令和3年3月

高齢者
マッサージ
サービス

６０６０６０歳以上の方へ歳以上の方へ歳以上の方へ歳以上の方へ

【日時・会場】右表のとおり。時間はいず
れも午後1時～5時
【内容】指圧等のマッサージ
※針灸による施術はありません。
【費用】1回1,000円（施術は30分）
【申込み】当日電話で右記施設へお申し
込みください。
※予約は当日分のみ。各施設の開館時
間から受け付けます。
※初めて施設を利用する方には、「利用
証」を発行します。住所・氏名・年齢が確
認できるもの（運転免許証・健康保険証
等）を各施設にお持ちください。
【問合せ】【問合せ】地域包括ケア推進課高齢い地域包括ケア推進課高齢い地域包括ケア推進課高齢い地域包括ケア推進課高齢い
きがい係きがい係 45674567456745674567
へ。へ。へ。

みんなで築こう 人権の世紀

12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間12月4日～10日は人権週間 「世界人権宣言」が昭和23年（1948年）12月10日の国際連合総会で採択され
たことを記念して、12月10日は「人権デー」に定められています。
人権は、人が人として生きていくために守られなければならない基本的権

利です。自己がかけがえのない存在であるように、他人もかけがえのない存在
です。この機会にぜひ、人権について考えてみましょう。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）☎（5273）3505へ。

【日時】12月3日㈭～10日㈭午前8
時30分～午後5時（土・日曜日を除
く。12月8日㈫は午後7時まで）
【会場】区役所第1分庁舎1階ロ
ビー
【内容】人権週間・関連催事の周知
ほか

◎人権啓発パネル展◎人権擁護委員

　新宿区には現在12
名の人権擁護委員が活
動しています。
　委員は、子どもの人
権啓発などさまざま
な活動を行っていま
す。

飯島泰文、石黒清子、
井上美那子、上野昭子、
加藤茂行、金井重彦、甲野惠美、中村雅、
中村廣子、二宮麻里子、野尻信江、吉村誠

◆ 区の人権擁護委員
　（敬称略・50音順）

◆夜間人権ホットライン
（弁護士による電話相談）
　秘密は厳守します。費用は無料です。
【相談専用電話】☎（6722）0127
【日時】12月8日㈫午後5時～8時（相談は1人10分程度）
【主催・問合せ】東京都人権プラザ☎（6722）0124へ。

◎人権に関する相談をお受けします

①講座・催し名
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号

（往復はがきの場
合は、返信用にも
住所・氏名）

※往復はがきは、各記
事で指定がある場合の
み。
※費用の記載のないも
のは、原則無料。
※電子メールは、件名に
講座・催し名を記入。

講座・催し等の講座・催し等の
申し込み

はがき・ファックス等の記入例

（音声DAISY版）」を発行しました（音声DAISY版）」を発行しました



（4）第 2338号 …イベント …講座 令和2年（2020年）11月25日発行イベント・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、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

予算見積もりの
概要をお知らせします

令和2年　第４回区議会定例会

期　日 開会時間 会議・委員会の名称
11月30日㈪ 午前10時 本会議（代表質問等）
12月1日㈫ 午前10時 本会議（代表質問・一般質問、議案の提案説明等）
12月2日㈬・3日㈭ 午前10時 常任委員会（総務区民、福祉健康、環境建設、文教子ども家庭）
12月4日㈮ 午前10時 特別委員会（防災等安全対策、自治・議会・行財政改革等）
12月7日㈪ 午前10時 特別委員会（オリンピック・パラリンピック・文化観光等）
12月９日㈬ 午後2時 本会議（議案の採決、意見書・決議の採決等）
◎本会議の様子は区議会ホームページ（㋭http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/
index08.html）でご覧いただけます。日程は変更することがあります。詳しくは、お問い合
わせください。
【問合せ】議会事務局調査管理係（本庁舎5階）☎（5273）3534・㋫（320９）９９９5へ。

⃝今回の定例会で審議する主な議案（予定）
▶予算案…令和2年度新宿区一般会計補正予算（第10号）
▶条例案…新宿区介護保険条例の一部を改正する条例
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）☎（5273）3505・㋫（320９）９９47へ。

◎気軽に健康づくりに取り組める環境整備

� 2,240万2千円
　日常生活の中で歩いてポイントを貯める「しんじ
ゅく健康ポイント」などを実施し、区民が健康づくり
に参加するきっかけをつくり、健康寿命の延伸を目
指します。
◎高齢期の健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進

� 2,628万1千円
　高齢者が地域の中で人とつながりながら、健康づ
くりや介護予防・フレイル予防に取り組み、健康で生
きがいのある生活が送れるよう支援します。
◎地域で支え合うしくみづくりの推進� 8,384万4千円
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けら
れるよう、区民が主体的に地域の担い手となって支
え合い、高齢者の介護予防活動や日常生活を支援す
る体制を整備します。
◎着実な保育所待機児童対策の推進

� 2億5,822万2千円
　地域の教育・保育の量
の見込みを踏まえた「子
ども・子育て支援事業計
画（第二期）」に基づき保
育所等を整備し、引き続
き待機児童対策を着実
に進めます。
◎地域協働学校（コミュニティ・スクール）の充実

� 2,505万5千円
　学校と地域とが連携して子どもの一貫した成長
を支えるため、小学校単位での「学校運営協議会と
地域との連絡会」の実施や小中連携型地域協働学校
の展開により、地域に開かれた学校づくりを推進し
ます。
◎豊かな人間性と社会性を育む教育の充実

� 2,350万5千円
　東京2020大会の開催を契機に、自国の伝統文化に
対する理解を通して、グローバル社会を担う子ども
たちの国際感覚を養います。また、障害への理解を深
める教育を推進し、豊かな人間性と社会性を育む教
育の充実を図ります。
◎若者の区政参加の促進� 348万6千円
　日頃、区政との関わりの少ない若者世代の意見や
アイデアを区政に反映させるための効果的な仕組み
づくりに取り組みます。
◎町会・自治会活性化への支援� 4９7万1千円
　新宿区町会連合会と連携して、地域のさまざまな
課題に取り組むとともに、地域住民の親睦や地域コ
ミュニティづくりの中心として活動している町会・
自治会への加入率の向上を図ります。

　区では現在、令和3年度の予算編成作業を進めています。
　今回は、第二次実行計画（計画期間令和3年度～5年度）で取り組む事業の
一部について、3年度予算見積もりの概要をお知らせします。全ての実行計
画事業の見積もりの概要は、新宿区ホームページでご覧いただけます。
　見積もりに対する査定結果は、3年2月下旬にお知らせします。
【問合せ】財政課（本庁舎3階）☎（5273）4049へ。

令和３年度

情報公開
11月25日

暮らしやすさ１番の新宿

予算編成方針を発表（9月1日）

予算編成の流れ

情報公開
2月下旬

予算案の区議会への提出
（2月中旬）

各部の予算目途額の算定（9月上旬～下旬）

各部で予算見積書の作成（10月上旬～下旬）

各部が予算見積書を財政課に提出（10月末）

区長査定（12月下旬）

予算書の作成
（1月中旬～2月上旬）

予算案の決定（令和3年1月中旬）

外部評価委員会 区民委員を募集します
　区では、区の施策や事業が皆さんの生活にもたらす成果を検証・評価する行政
評価を実施しています。評価に当たっては、区が実施する内部評価に加え、客観
性・透明性を高めるため、外部評価委員会を設置し区民の視点に立った外部評価
を実施しています。今回は、令和3年度～5年度の外部評価委員会区民委員を募集
します。

【対象】区内在住の18歳以上、6名
【報酬】委員会（年15回程度、主に平日の
日中開催）に出席の都度、10，000円
【選考】▶1次…作文
▶2次…面接（令和3年2月を予定）
【申込み】「これからの時代に求められ
る行政サービスについて」がテーマの
作文（日本語で800字程度）と、作文と

は別の用紙に住所・氏名・生年月日・電
話番号・職業・応募動機を記入し、12月
25日㈮までに企画政策課（〒160-
8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎3階）
☎（5273）3502へ郵送（必着）またはお
持ちください。選考結果は応募者全員
にお知らせします。作文は返却しませ
んが、選考以外には使用しません。

新型コロナの予防と拡大防止
　新型コロナは収束まで長引く可能性があり、
感染症の影響を前提とした「新たな日常」の構築
による行財政運営に取り組まなければなりませ
ん。令和3年度当初予算は、感染症拡大防止対策
を最優先事項として位置付け、予算編成を進め
ています。
　引き続き、新型コロナの動向を見極めながら、
社会経済情勢に応じて機動的に「区民の命と暮
らしを守る対応」「地域経済の回復に向けた対
応」に取り組んでいきます。
▶区民の命と暮らしを守る対応…医療検査体制
の強化、子育て・教育・高齢者福祉などの生活支
援　ほか
▶地域経済の回復に向けた対応…中小企業等の
事業継続、商店街への支援　ほか

賑わい都市・新宿の創造

◎新宿駅周辺地区の整備推進� 7億９,781万6千円
　「東口地区」「西口地区」「南口地区」「歌舞伎町地区」
など、多様な都市機能を併せ持つ各地区の特色を生
かしながら、歩行者の回遊性を高め、連携を一層強化
することで、調和のとれたまちづくりを推進し、新宿
駅周辺全体でのブランド力向上を図ります。
◎安全で快適な鉄道駅の整備促進� 1億９,002万円
　鉄道駅の安全性向上や快適な利用空間を整備する
ため、ホームドア・エレベーターの設置促進を図ります。
◎新宿中央公園の魅力向上� ９,805万8千円
　誰もが足を運びたくな
る公園にするため、「新宿
中央公園魅力向上推進プ
ラン」に基づき、公園の特
色や魅力をさらに生かし
た公園づくりを進めます。
◎地球温暖化対策の推進� 8,686万6千円
　区が率先して地球温暖化対策に取り組むととも
に、区民・事業者への啓発や省エネルギーへの取り組
みを促進・支援していきます。
◎大学等との連携による商店街支援� 1,008万円
　大学等が持つ専門性や人的資源を生かしながら、商
店街の抱える潜在的な課題の解決に向けた取り組み
を支援していきます。また、大学等と地域（商店街）の連
携・交流により、商店街の魅力づくりを推進します。
◎新宿の歴史・文化の魅力向上� 2,315万6千円
　区内の博物館・記念館を巡るイベントを開催して
魅力をPRするとともに、国民的文豪・夏目漱石をは
じめとした区ゆかりの文化人等を貴重な文化歴史資
源として広く情報発信していきます。

新宿の高度防災都市化と
安全安心の強化

◎建築物等の耐震性強化� 4億7,133万3千円
　建築物の耐震化を促進し、建築物の地震に対
する安全性を確保することにより、市街地の防
災性を向上させ、災害に強い安全なまちづくり
を目指します。
◎道路の無電柱化整備� 1億1,451万3千円
　無電柱化推進計画に基
づき、電線類を地下に埋
設し、電柱を撤去するこ
とにより、災害に強いま
ちづくりを進めるととも
に、歩行空間のバリアフ
リー化や美しい都市景観
の創出を図ります。また、
民間大規模開発等の機会
を捉え、事業者に無電柱
化の整備を要請していき
ます。
◎道路・公園の防災性の向上� 7,687万3千円
　地震や豪雨等の自然災害に強いまちづくりを
推進するため、区が管理する道路・公園を整備
し、防災性の向上を図ります。
◎マンション防災対策の充実� 476万円
　区内の住宅の約8割がマンション等の集合住
宅であることから、マンション防災への取り組
みを支援します。また、マンションと地域との連
携を促進し、地域の防災力の向上を図ります。

▲無電柱化イメージ
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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 ☎（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ https://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

　区職員の給与・定員管理に関する職員数の状況等の概要をお知らせ
します。
【問合せ】▶職員の給与等は人事課給与福利係☎（5273）4057、▶職員数
の状況等は人事課人事係☎（5273）4027（いずれも本庁舎3階）へ。

◆�　職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況
� （2年4月1日現在）

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 新宿区 305，７７2円 ４33，852円 ４0歳 ４月
東京都 31４，885円 ４5７，09７円 ４1歳 9月

技能労務職

新宿区 292，5７2円 ４02，9７0円 51歳 10月
うち清掃職員 293，999円 ４23，98４円 50歳 2月
うち用務員 283，0６0円 3７0，120円 5６歳 ４月
東京都 291，521円 39７，001円 50歳 3月

◆�　退職手当の状況� （２年4月1日現在）

区分 新宿区 国
内容 自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨

支
給
率

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

18．00月分
28．00月分
39．７5月分
39．７5月分

2４．55月分
32．95月分
４７．７0月分
４７．７0月分

19．６６95月分
28．0395月分
39．７5７5月分
４７．７09月分

2４．58６8７5月分
33．2７0７5月分

４７．７09月分
４７．７09月分

加算措置 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）定年前早期退職特例措置（2％～４5％加算）
職員1人当たり

平均支給額 1，5７3千円 21，093千円 ――――――

※職員1人当たり平均支給額は、元年度に退職した全職員に係る平均額です。

◆��特別職の報酬等の状況� （２年4月1日現在）

区分 給料・報酬 地域手当 支給額計 期末手当

給料 区長
副区長

1，1６1，000円
931，000円

150，930円
121，030円

1，311，930円
1，052，030円 ６月期  1．４0月分

12月期  1．50月分
3月期  0．20月分

計  3．10月分報酬
議長

副議長
議員

939，000円
801，000円
６13，000円

―
―
―

939，000円
801，000円
６13，000円

区分 算定方式
退職時給料月額に次に掲げる割合を得た額 1期の手当額 支給時期

退職
手当

区長
副区長

退職時給料月額×勤続期間1年に付き100分の４3７
退職時給料月額×勤続期間1年に付き100分の301

20，29４，280円
11，209，2４0円

任期満了時
任期満了時

※副区長には、このほかに通勤手当が支給されます。

◆��一般行政職の級別職員数の状況� （２年4月1日現在）

区分 ６級 5級 ４級 3級 2級 1級
計標準的な職務内容 部長 課長 課長補佐 係長

主査 主任 2級～６級までの職務
の級に属さない係員

職員数 20人 ７４人 ７5人 231人 59４人 511人 1，505人
構成比 1．3％ ４．9％ 5．0％ 15．3％ 39．5％ 3４．0％ 100％

※新宿区の給与条例に基づく給料表の級区分によります。
※標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
※職員数は「地方公務員給与実態調査」の分類による一般行政職の人数です。
※構成比は端数を調整しています。

◆��部門別職員数の状況と主な増減理由� （各年4月1日現在）

区分
部門

職員数 対前年
増減数

（▲は減）
主な増減理由平成31年 令和2年

一般行政部門

議会 15人 15人 0 ――――――
総務 ４７６人 ４83人 ７ 国勢調査準備等による増
税務 95人 95人 0 ――――――
民生 1，013人 1，02６人 13 児童相談所設置準備等による増
衛生 ４19人 ４2７人 8 職員配置の見直し等による増
労働 5人 5人 0 ――――――
農林 1人 1人 0 ――――――
商工 1７人 1６人 ▲1 職員配置の見直し等による減
土木 28４人 291人 ７ まちづくり事業拡大等による増

小計（Ａ） 2，325人 2，359人 3４ ――――――
特別行政部門 教育（Ｂ） 2６７人 2７0人 3 職員配置の見直し等による増
普通会計部門合計（Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 2，592人 2，６29人 3７ ――――――
公営企業等
会計部門

水道 0人 0人 0 ――――――
その他 1６3人 1６1人 ▲2 システム改修終了等による減

公営企業等会計部門合計（Ｄ） 1６3人 1６1人 ▲2 ――――――

総計（Ｃ＋Ｄ） 2，７55人
［2，７６0］

2，７90人
［2，７６3］

35
［3］ ――――――

※1 職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を有する休職者・再任用フルタイム職員など
を含み、再任用短時間職員・臨時職員・非常勤職員・被災地派遣以外の派遣職員を除いています。
※2 ［ ］内は条例定数の合計です（休職・育児休業等の職員は定数外）。

職員数の状況・定員適正化の概要等

職員の給与等
◆�人件費の状況（普通会計決算）

区分 住民基本台帳人口
（2年1月1日現在）

歳出額
（Ａ） 実質収支 人件費

（Ｂ）
人件費率

（Ｂ÷Ａ）
（参考）
30年度の
人件費率

元
年度 3４8，４52人 1４６，1４2，６92千円 3，４11，７21千円 2７，035，02７千円 18．5％ 18．8％

※決算額は「地方財政状況調査」の分析によるものです。
※人件費には特別職に支給される給料・報酬などを含みます。
※2年1月1日現在の区の住民基本台帳人口は、3４8，４52人（うち外国人は４2，598人）です。

◆�職員給与費の状況（普通会計決算）

区分 職員数
（Ａ）

給与費 1人当たり給与費
（Ｂ÷Ａ）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

元
年度 2，592人 9，４91，0６４千円 3，803，1４1千円 ４，６09，４４5千円 1７，903，６50千円 ６，90７千円

※ 職員数は「地方公務員給与実態調査」による31年４月1日現在の普通会計に属する職員の人数です。
※職員手当には退職手当を含みません。

◆�ラスパイレス指数の状況
区分 新宿区 特別区平均

2６年度 99．４ 99．７
元年度 99．７ 99．8

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水
準を示す指数です。

◆�給与の種類とその内容
２年4月1日現在

（2年度特別区人事委員会等勧告前の金額・月数）

区分 新宿区 国
配偶者及びその他扶養親族 ６，000円 ６，500円

扶養親族たる子 9，000円 10，000円
※満15歳の年度初め～満22歳の年度末までの扶養親族である
子について４，000円を加算（国の加算額は5，000円）
民間における賃金や物価が高い地域に勤務する職員に支給
する手当

支給率 20％
※国は地域区分により0％～20％
※職員1人当たり平均支給年額（元年度）７0４，1４9円

著しく危険、不健康、そのほか特殊な業務に就いたときに支
給する手当

手当の種類
（5種類）

特定危険現場業務手当、福祉事務所現業手当、
児童相談所等現業手当、感染症予防業務従事
手当、清掃業務従事手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（元年度） 10．0％
支給対象職員1人当たり平均支給年額（元年度）118，７93円
支給額・支給職員の多い手当は清掃業務従事手当、福祉事務
所現業手当

民間の基本給に相当し、仕事の内容や責任に応じて、給料表・
級などにより区分しています。

運賃相当額（1か月当たりの支給限度額55，000円。国の支給
限度額も同じ）
※原則年2回、４月・10月に６か月分を一括支給
管理職手当・初任給調整手当・単身赴任手当

職員1人当たり平均支給年額（元年度）33６，899円

休日給・宿日直手当・夜勤手当・管理職特別勤務手当・災害派
遣手当

ボーナスに相当する手当

支給割合 新宿区 国
期末 勤勉 期末 勤勉

６月期 1．15月分
（0．６5）

1．025月分
（0．50）

1．30月分
（0．７25）

0．95月分
（0．４5）

12月期 1．20月分
（0．７0）

1．025月分
（0．50）

1．30月分
（0．７25）

0．95月分
（0．４5）

3月期 0．25月分
（0．10）

―月分
（―）

―月分
（―）

―月分
（―）

計 2．６0月分
（1．４5）

2．05月分
（1．00）

2．６0月分
（1．４5）

1．90月分
（0．90）

職務段階等に
応じた加算措置 有 有

※（ ）は再任用職員の支給割合。
退職時に支給される一時金（右上表「退職手当の状況」参照）

世帯主
及びこ
れに準
ずる者

月額家賃2７，000円以上を負担する者 8，300円

加算額
当該年度末年齢2７歳までの者 18，７00円
当該年度末年齢28歳～32歳
の者 9，300円

※国の借家等居住者への支給限度額28，000円

原
則
と
し
て
毎
月
決
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
も
の

勤
務
し
た
実
績
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
も
の

一
定
の
時
期
に
支
給
さ
れ
る
も
の

給
　与

給料

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

その他

時間外勤務手当

その他

期末・勤勉手当

退職手当

特殊勤務手当

区職員の給与・職員数の状況等
令和元年度

◆���定員管理の取り組み�定員適正化計画の目標と実績

年度 15～19
年度計

20～23
年度計

2４～2７
年度計

計画 ▲４2４ ▲202 ▲201

実績 ▲４2６ ▲20７ ▲219

年度 28～29
年度計 30年度 令和元

年度
計画 ▲25 ▲8 ▲8

実績 ▲４2 ▲8 ▲8

（参考）　定員適正化計画の取り組み状況� （単位：人）　区では、より簡素で効率的な組織
運営を目指し、「定員適正化計画」を
策定し、計画的に職員数の削減に取
り組んでいます。
　平成15年2月に策定した「行財政改
革計画」に基づき、19年度までに426
人を削減し、20年度～29年度の10年
間では、428人の削減目標に対して職
員定数を計468人削減し、目標を上回
る削減を実施してきました。

※各定員適正化計
画に基づく15年度
～令和元年度の計
画と実績を掲載し
ています。計画策定
時は短時間再任用
による振り替え分
を想定して計上し
た削減数としてい
るため、2６年度から
フルタイム再任用
となった実績は除
いています。



（6）第 2338号 …イベント …講座 令和2年（2020年）11月25日発行イベント・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、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

明るい選挙啓発ポスター展
　小学生～高校生が描いた「明るい選挙啓発ポスターコンクール」の区入選と佳作
の作品（会場の①③は区入選作品のみ、②④は区入選と佳作）を展示します。
【日程・会場】▶①牛込簞笥地域センター（簞笥
町15）…12月1日㈫～11日㈮午前8時30分～
午後9時45分（1日㈫は午前10時から、11日㈮
は午後4時まで）
▶②区役所第1分庁舎1階ロビー（歌舞伎町1―
5―1）…12月14日㈪～17日㈭午前8時30分～
午後5時（14日㈪は午前10時から、17日㈭は午
後4時まで）
▶③ギャラリーオーガード「みるっく」（新宿大ガード）…12月18日㈮～令和3年
1月21日㈭（12月18日㈮は正午から）
▶④四谷地域センター1階ピロティ（内藤町87）…令和3年1月25日㈪～2月4日
㈭午前8時30分～午後9時45分（1月25日㈪は午前10時から、2月4日㈭は午後3
時まで）

▲昨年の展示

新宿NPO活動基礎講座 

①NPO設立手続き
【日時】12月12日㈯午後1時～3時
【対象】法人化を検討している方ほか、
20名
【内容】基本事項の決定や認証決定後の
官公署への届出など法人設立に必要な
手続き（講師は滝口徹／BLP-Network
副代表）
【費用】1,000円（資料代等）
②非営利団体のためのマーケティング
【日時】12月17日㈭午後6時45分～8時
45分
【対象】区内で社会貢献活動をしている
方、これから始める方、20名
【内容】社会貢献活動における社会や地
域のニーズの捉え方、事業のつくり方
等のマーケティング手法（講師は小谷
恵子／明海大学経済学部講師）

………＜①②共通＞………
【会場・申込み】11月27日㈮から電話
かファックス・電子メール（3面記入例
のほか希望講座（①②の別）を記入）で
新宿NPO協働推進センター（高田馬
場4―36―12） ☎（5386）1315・
㋫（5386）1318・㋱hiroba@s-nponet.
netへ。先着順。
※オンライン受講もできます。詳しく
は、同センターホームページ（㋭https://
snponet.net）でご案内しています。

体験しよう マルチメディア

デイジーのおはなし会 

　マルチメディアデイジーは、活字の
読書が困難な方が読みやすいよう工夫
がされた電子図書です。iPadで実際に
体験できる時間もあります。
【日時】12月12日㈯午前11時～11時
30分
【会場・申込み】11月27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3組。

ストレッチ3B（さんびー）体操

【日時】12月25日㈮▶午後1時35分～2
時25分・▶午後2時30分～3時20分（い
ずれも同じ内容）
【対象】区内在住の方、各回10名
【内容】ボール・ベル・ベルダーを使い音
楽に合わせて筋力を鍛える体操
【会場・申込み】12月7日㈪までに電話
または直接、ささえーる 薬王寺（市谷
薬王寺町51）☎（3353）2333（土・日曜
日、祝日を除く午前9時～午後6時）へ。
応募者多数の場合は抽選。

俳句フォト夏目漱石の旅

2020前期（冬・春）作品展 

● 新宿区・熊本県玉名市協働展
　夏目漱石の小説「草枕」の舞台となっ
た玉名市など、全国の漱石ゆかりの地
の俳句写真展です。直接、漱石山房記念
館（早稲田南町7）へおいでください。
【期間】12月27日㈰までの午前10時～
午後6時（月曜日休館）

【共催】新宿区
【主催・問合せ】熊本県玉名市産業経済
部ふるさとセールス課観光振興係
☎0968（73）2222へ。
【区の担当課】文化観光課文化資源係
（第1分庁舎6階）☎（5273）4126

角筈区民ホールピアノ試奏会

【日程・定員】令和3年2月5日㈮～7日㈰
（各日6区分、▶午前9時~10時、▶午前10
時30分～11時30分、▶午後1時～2時、▶
午後2時30分～3時30分、▶午後4時～5
時、▶午後5時30分~6時30分。各日6回、
各回1組5名、小学生までは保護者同伴）
【設備】スタインウェイD型、ヤマハCF
Ⅲ（各1台）
【費用】1回1,000円
【会場・申込み】11月27日㈮から電話で
同ホール（西新宿4―33―7）☎（3377）
1372へ。先着順。詳しくは、お問い合
わせください。同ホールホームページ
（㋭https://shinjuku.hall-info.jp/
tsunohazu/）でもご案内しています。

　買い物の際にレジ袋の削減に協力するなど、エコな行動をポイントとして貯
める「新宿エコ自慢ポイント」は、ポイントの到達度に応じて、エコな景品と交換
しています。登録・景品交換の方法等詳しくは、お問い合わせください。

◆令和元年12月から貯めたポイントの景品交換期限は令和◆令和元年12月から貯めたポイントの景品交換期限は令和◆ 2年12月の各最終開庁日です
新宿エコ自慢ポイント景品交換はお早めに!

地域
センター 令和2年度購入物品
四谷 ボッチャセット、射的銃
牛込
簞笥
牛込
簞笥
牛込 ボッチャセット、CDラジカセ、

ICレコーダー、杵
榎町 かき氷機
若松 輪投げセット、シュレッダー
大久保 ポップコーン機
戸塚 プラダンケース（かき氷機用等）

※単体で貸し出しできません。
落合
第一 電子ピアノ、ポップコーン機
落合
第二

プロジェクター、ブルートゥース
スピーカー

柏木 空気清浄機
角筈 綿菓子機、軽量アルミタープテント、杵

地域センターの物品を無料で貸し出しています
　区内のお祭りやイベント等の地域コ
ミュニティ活動にご活用ください。右
表の物品以外の貸し出し物品もありま
す。詳しくは、各地域センターで配布し
ているチラシまたは新宿区ホームペー
ジをご覧ください。
※営利目的での利用はできません。
※物品は各自で運搬してください。館
内のみの貸し出し物品や特定の部屋か
ら移動のできない貸し出し物品もあり
ます。
【問合せ】地域コミュニティ課コミュニ
ティ係（本庁舎1階）☎（5273）4127へ。

【問合せ】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へ。

東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を東京2020パラリンピック開催競技を

おうちdeパラマスター！

ボッチャは、ある競技とルールが似ていることから、「地上の○○○
○○」とも呼ばれているんだ。○○○○○とはいったいどれかな？
ア…レスリング　　　イ…カーリング　　　ウ…ボーリング

★正解は
　同サイトへ。

【掲載クイズの例】
12月1日㈫～14日㈪ みんなで地球一周キャンペーン
期間中、しんじゅく健康ポイントの参加者全員で合わせて地球1周（40,075km）
の距離を歩くと、全員が50ポイントを獲得できます。早く達成できると、追加ポイ
ントもあります。みんなで参加してポイント獲得を目指しましょう。

● 12月1日㈫から第3期がスタート
　しんじゅく健康ポイントは、日常生活の中で歩いた歩数等がポ
イントとして加算され、ポイントを貯めると景品（カタログギフ
ト・1,000円分QUOカード）がもらえる仕組みです。参加方法等詳
しくは、お問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内し
ています（右図QRコード参照）。

健康づくりで景品がもらえる 【問合せ】健康づくり課健康づく
り推進係（新宿5―18―14、北
西ビル4階）☎（5273）3047へ。

★同ポイントの登録・景品交換窓口

▶新宿リサイクル活動センター（高田
馬場4―10―2）、▶西早稲田リサイク
ル活動センター（西早稲田3―19―
5）、▶環境学習情報センター（西新宿2
―11―4、新宿中央公園内）、▶ごみ減
量リサイクル課ごみ減量計画係

▶20pt…エコスポンジ
▶50pt…ごみ袋ホルダー
▶100pt…フードクリップ
▶200pt…シリコンラップ
▶300pt…傘カバー
▶400pt…エコバッグ
▶500pt…スープマグ　

▲エコバッグ

【景品の例】

クリスマス工作会

【日時】12月12日㈯午後
2時～2時45分
【会場】北新宿生涯学習館
（北新宿3―20―2）
【対象】小学生までのお子
さんと保護者、10名
【内容】小瓶に色付きの砂
を入れて模様をつけたグ
ラスキャンドル作り
【申込み】11月27日㈮か
ら電話または直接、北新
宿図書館（北新宿3―20
―2）☎（3365）4755へ。
先着順。

親子で楽しむ絵本ライブ

【日時】12月13日㈰午後
2時～4時
【会場】戸山生涯学習館
（戸山2―11―101）
【対象】小学生までのお子
さんと保護者、10組
【内容】楽器演奏やパントマ
イムを交えた読み聞かせ
（朗読はきたじまごうき、
高橋徹／いずれも作家）
【申込み】11月27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。

夏目漱石連続講演会 

【日時】12月13日㈰・20日
㈰午後3時～4時30分
【内容】代表作の鑑賞のポ
イント解説、漱石の軌跡の
紹介（講師は近藤祐司／
NPO法人漱石山房理事
長）
※各日内容は異なりま
す。
【会場・申込み】11月27日
㈮から電話または直接、
鶴巻図書館（早稲田鶴巻
町521）☎（3208）2431へ。
各日先着10名。

図書館の催し

【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。

【問合せ】区選挙管理委員会事務局（第1分庁舎3階）☎（5273）3740へ。

　区教育委員会が運営する「おうちdeチャレンジ応援サイト」（㋭https://www.
shinjuku.ed.jp/~center-a/ouchidechallenge/top.html）では、東京2020パラリ
ンピックで開催される全22競技の魅力やルールをクイズ形式で学習できる「おう

ちdeパラマスター!」（左図QRコード参照）を掲載しています。クイズでパラ
スポーツを学び、パラリンピック博士（パラマスター）になってみませんか。
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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 ☎（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ https://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

☎（3209）9999 午前8時～午後10時㋫（3209）9900
区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

【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。来庁は控え、電
話でのお手続きにご協力をお願いします。
※12月29日㈫～令和3年1月3日㈰は、窓口・電話いずれも受け付けを休止し
ます。

四谷税務署・新宿税務署からのからのからの
確定申告のお知らせのお知らせ

　令和2年分の確定申告書作成会場
「ルミネゼロ」（渋谷区千駄ヶ谷5―24
―55、NEWoMan5階）では、3密（密
閉・密集・密接）回避のため、入場制限を
実施します。混雑状況によって、後日の
来場をお願いする場合があります。
【問合せ】▶四谷税務署☎（3359）
4451、▶新宿税務署☎（６７5７）７７７６
へ。

e-Taxを利用してご自宅のパソコン・
スマートフォンで確定申告を

新宿区新宿区新宿区新宿区へのへのへの寄附金寄附金寄附金寄附金
（ふるさと納税）（ふるさと納税）（ふるさと納税）（ふるさと納税）（ふるさと納税）（ふるさと納税）（ふるさと納税）（ふるさと納税）（ふるさと納税）
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）☎（52７3）3505へ。

区への寄附に

ご協力を

お願いします

【寄附金の概要】
▶ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」（右図QRコー
ド参照。㋭https://www.furusato-tax.jp/city/product/13104）か
ら申し込めます。
▶寄附金は金額に関わらず通年でお受けしています（「ふるさとチョイス」を利
用した寄附の場合、寄附金額2,000円以上から受け付け）。
▶寄附金控除には、原則として区の寄附証明書による確定申告が必要です。給与
所得者等の一定の要件に該当する方は、ワンストップ特例制度（確定申告不要）
を利用できます。

　新型コロナ感染拡大防止のため、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】12月1日～10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。12月18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）
　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…12月21
日㈪、▶一般予約…令和3年1月4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。
【3月の休館日】▶グリーンヒル八ヶ岳
…1日㈪～4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

令和3年3月宿泊分

区民保養施設の
利用申し込み 箱根つつじ荘

グリーンヒル
八ヶ岳

旧都立市ヶ谷商業高等学校の跡

地等の活用方針(案)にご意見を

● パブリック・コメント制度（意見公
募）によりご意見を募集します
　区では、都有
地である旧都立
市ヶ谷商業高等
学校の跡地の活
用について、隣
接する牛込第一
中学校の敷地と一体で、特別養護老人
ホーム等の高齢者施設の設置や防災広
場の整備、牛込第一中学校の建て替え
を行う活用方針（案）をまとめました。
　活用方針（案）は、行政管理課・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。
【意見の提出】ご意見には、住所・氏名の
ほか区内在勤・在学の方は、勤務先・学
校の名称・所在地を記入し、12月24日
㈭までに郵送（必着）・ファックスまた
は直接、行政管理課（〒1６0-8484歌舞
伎町1―4―4― ―4―4 1、本庁舎3階）☎（52７3）
4245・㋫（52７2）5500へ。新宿区ホー

ムページからも受け付けます。氏名等
の個人情報は公表しません。

四谷区民ホールの休館

●令和3年6月1日㈫～4年9月30日㈮
　特定天井等改修工事のため、上記期
間休館します。工事の進捗により、再開
時期を変更することがあります。
【問合せ】▶区民ホールの利用について
…四谷区民ホール☎（3351）2118、
▶工事について…四谷特別出張所
☎（3354）６1７1（いずれも内藤町8７）へ。

司法書士無料相談会

【日時】毎月第3水曜日午前10時～12
時
【会場】戸塚地域セ
ンター（高田馬場2
―18―1）
【内容】相続、土地建物・会社の登記、成
年後見、不動産の賃貸借、空き家問題等
に関する相談
【主催・申込み】前日までに電話で東京
司法書士会新宿支部☎（33６9）0838
（月～金曜日午前9時～午後5時）へ。定
員に空きがある場合は当日も受け付け
ます。

【問合せ】区政情報課広聴係（本庁舎3
階）☎（52７3）40６5へ。

12月5日㈯㈯・6日㈰㈰

新宿区コールセンター

しんじゅくコール

☎（3209）9999・㋫（3209）9900
【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁
舎1階）☎（52７3）3６01へ。

12月5日㈯㈯

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

区役所本庁舎の停電のため休止します

　国税庁ホームページ（㋭https://www.
nta.go.jp/）で申告できます（e-Tax）。
　e-Taxの利用には下記①②いずれかが
必要です。
①マイナンバーカードとICカードリー
ダライタ（マイナンバーカード対応のス
マートフォンも可）
②税務署で取得するIDとパスワード

小学校６小学校６小学校 年生～高校６年生～高校６ 1年生相当の女の子と保護者向けに作成されています。護者向けに作成されています。護者向けに作 詳しくは、
下記問合せ先へお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。
【問合せ】保健予防課予防係（第2分庁舎分館1階）☎（52７3）3859へ。

　区民の声委員会は、3人の委員が区政に関する苦情を公正・中立
に処理する第三者的な機関です。プライバシーの保護には特に配慮
していますので、安心してご相談ください。
【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
【申し立てができる方】個人・法人・その他の団体で、区の機関の業務執行に関す
る事項や職員の行為に利害関係のある方
【申し立て方法】苦情申立書を郵送または直接、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。後日、面談日時をお知らせします。
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。
※ほかの苦情処理制度と競合している、一定期間が経過している等、案件により
申し立てができない場合があります。

区民の声委員会区政に関する苦情を
お聴きします

　HIV（エイズ）は、治療技術の進歩により、感染を早期に発見できれば発症を防
ぎ、今までと変わらない生活を長く続けることができるようになってきました。
　感染の早期発見のため、気になることがある方は、下記問い合わせ先までご相
談ください（相談は匿名）。
※区保健所で実施しているHIV・性感染症検査は、令和2年度は中止しています。
【問合せ】保健予防課保健相談係（第2分庁舎分館1階）☎（52７3）38６2へ。

12月1日は
世界エイズデー

気になることがある方は

HIV・性感染症の相談をご活用ください

⃝10月に改訂され、ワクチンの概要や、接種を検討・判断するためのワクチンの
　有効性・安全性に関する情報等がわかりやすくなりました

を利用できます。

▶夏目漱石記念施設整備基金…漱石山房記念館の資料の充実

▶高齢者福祉活動基金…高齢者福祉の充実

▶新型コロナウイルス感染症対策寄附金…新型コロナ感染症対策の支援
▶一般寄附金…区政全般の支援
▶みどり公園基金…みどりの創出・保全と公園等の充実
▶協働推進基金…NPO等の団体が行う区民福祉向上のための活動を支援
▶子ども未来基金…子育て家庭の福祉向上と子どもの生きる力の育成
▶義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金…小・中学校等義務教育施設の整備小・中学校等義務教育施設の整備小・中学校

▶障害者福祉活動基金…障害者福祉の充実

▶スポーツ施設整備基金…東京2020大会に向けたスポーツ施設の整備

【寄附金の選択先】
寄附金は応援したい分野を選べます。

子宮頸がん等に関係するウイルス

HPV（ヒトパピローマウイルス感染症）ワクチンリーフレット



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。

（8）第 2338号　令和2年（2020年）11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

　ノロウイルスは、食中毒や感染性胃腸炎の原因となるウイルスで、特に冬季を中心に
流行します。手指や食品等を介して口から体内に入り込み、吐き気・嘔

お う と

吐・腹痛・下痢・発
熱等の症状を引き起こします。子どもや高齢者の場合、重症化することもあり、特に注
意が必要です。
　感染経路を把握し、正しい手洗いと予防対策で感染を防止しましょう。
【問合せ】▶食品衛生に関すること…衛生課食品保健係（第2分庁舎3階）☎（5273）
3827・㋫（3209）1441、▶感染症に関すること…保健予防課保健相談係（第2分庁舎分
館1階）☎（5273）3862・㋫（5273）3820へ。

冬季は特に!冬季は特に!冬季は特に!冬季は特に!ノロウイルス食中毒・・

感染症にご注意を!にご注意を!にご注意を!にご注意を!

◆感染予防には正しい手洗いが効果的です◆

　トークショーと実技の二部構成の教室です。実技では、速く泳ぐためのこつ、
きれいなフォーム作りなどを学べます。
【時間・対象】▶①正午～午後1時45分…18歳以上（30名）、▶②午後2時15分～4
時…小学生（60名）、いずれも受け付けは開始30分前から
【申込み】電話かはがき・ファックス（3面記入例のほか、希望時間（①②の別）、
泳力（種目問わず25m泳げるかどうか）、年齢（小学生は学年）、電子メールアド
レス（お持ちの方）を記入）で、12月11日午後6時（必着）までに吉本興業㈱ワク
ワク!スポーツ体験プロジェクト事務局（〒160-0022新宿5―18―21）
☎（3209）8197・㋫（3209）8264へ。同事務局ホームページ（㋭https://
wakuwakusports.yoshimoto.co.jp）からも申し込めます。応募者多数の場
合は抽選し、結果は応募者全員に12月15日㈫以降に郵送・電子メールでお送
りします。定員に空きがある場合は12月15日㈫から電話かファックスで受け
付けます（先着順）。
【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・㋫（5273）3590

水泳教室
～泳ぎの基本を学び、泳力アップにつなげよう!

⃝食品を扱う調理時や食事の前、トイレの後には必ず手を洗う
⃝下痢や嘔

お う と
吐の症状があるときは調理を控える

⃝胃腸炎患者の介助をするときは、ふん便や吐物を適切に処理する
⃝子どもや高齢者など抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部ま
　でしっかり加熱（85℃～９0℃で９0秒以上）してから食べる
⃝調理器具は使用後に熱湯や家庭用塩素系漂白剤で殺菌する

▶下水を経て海へ運ばれたノロウイルスに汚染された二枚貝を生や加熱
　不十分のまま食べて感染
▶ノロウイルス感染者が手洗い等を十分せずに調理し、汚染された食品
　を食べて感染
▶ノロウイルスを含むふん便や吐物を処理した後、手に残ったウイルス
　が口から取り込まれて感染
▶家庭や共同生活施設など人同士の接触する機会が多いところで飛沫感染

ノロウイルスの主な感染経路

ぼく
新宿あわわ!

バイキンをやっつける
ため ハンドソープ
から生まれたよ！

正しい手の洗い方だよ!
２度くり返すと、効果的!

ちゃんと、
手を洗わないと…

バイキンが
残って…

大変な
ことに
なっちゃう
かもね！
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　都内では、電気やガス等の点検業者を名乗り、電話で個人情報を聞き出
したり、予告なく訪問し、点検料や機器の取り付け料という名目で多額の
費用を請求する等の事案が発生しています。さらに区内では、暴力をふる
って室内に入り込み、強盗事件に発展したケースも確認されています。
　電気やガス会社では、定期点検の際にはあらかじめチラシなどで訪問予
定日を周知しており、予告なく訪問したり、点検の費用を請求することは
絶対にありません。
　電気やガスの点検等に関する不審な電話があった際には、安易に相手の
質問に答えないようにしましょう。また、突然の訪問には訪問目的や会社
の制服、社員証等の身分証を確認するなど、冷静に対応しましょう。
　少しでも疑問や不安を感じた場合には、お近くの警察署や区危機管理課
にご相談ください。
【警察署代表電話】▶牛込☎（3269）0110、▶新宿☎（3346）0110、▶戸塚
☎（3207）0110、▶四谷☎（3357）0110
【問合せ】区危機管理課危機管理係（本庁舎4階）☎（5273）3532・
㋫（3209）4069へ。

一言アドバイス

止防防害被欺詐詐
区内の特殊詐欺被害
認知件数（１0月）

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 0件
架空料金請求詐欺 0件
キャッシュカード詐欺盗 1件
合計 1件

※区危機管理課調べ

【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）【会場】�新宿スポーツセンター（大久保3―５―１）
（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）（当日は参加者と保護者以外の会場内入場不可）

新宿区×よしもと ワクワク!スポーツ体験プロジェクト

電気やガス等の点検業者を

名乗る不審な電話や

予告のない訪問にご注意を

▲大西ライオン（写真左）、ミサイルマン
西代（写真右）、ハイキングウォーキング

（写真下）。司会はキクチウソツカナイ。
（いずれも吉本芸人）

ゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲストゲスト

中西 悠子 小坂　悠真

山階 早姫

アテネオリンピッ
ク200ｍバタフラ
イ銅メダリスト

200ｍ個人メドレー
元日本ランキング1位

フィンスイミング
日本代表

広報新宿１１月５日号
記載内容に変更がありました

ノロウイルス食中毒予防のポイント

　1面で「児童虐待防止周知グッズ
を11月9日から配布します」と記載
しましたが、グッズを用意する子ど
も総合センターの休館に伴い、配布
を延期しました。グッズは11月25

日から区内児童館・子ども家庭支援
センター・親と子のひろば・区立図
書館・保健センター等で配布してい
ます（無くなり次第終了）。
　また、養育家庭（里親）普及パネル
展は期間を「11月29日㈰まで」（開
催中）と記載しましたが、11月17日
～12月13日㈰に延期しました。

今日は、手の
洗い方を
詳しく説明
するよ！
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