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令和3年（2021年） 第2351号
住宅・まちづくり 2面

こども・教育    3・6面

人材募集    6面

イベント    5・6面

保健・衛生    7・8面
▶予防接種を受けましょう

くらし    2・3・8面
▶地域活動への助成制度をご
活用ください

福祉    3・4・5面
▶介護保険料を決定しました

イベント等の中止・変更の有無、
区施設等の開館状況等は事前にご確認ください
　新型コロナの感染状況により、変更する場合があります。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。

擁
ようへき

壁・がけの耐震化
　大雨・大地震による災害を未然に防ぐため、擁
壁・がけを安全に維持管理することが大切です。
高さが1.5ｍ以上の擁壁等の改修等工事費の一
部を助成します。
【対象の擁壁等】
▶道に近接する
▶居住用の建築物に近接する

▲擁壁の耐震化の例専門技術者の無料派遣も行っています

エレベーターの耐震化
　マンション等の共同住宅や中小企業が所有する建物等に、既に設置済みのエ
レベーターを対象に、地震時の閉じ込め・挟まれ事故防止のための装置設置や耐
震補強等の防災対策改修工事費の一部を助成します。
【対象工事】▶P波感知型地震時管制運転装置の取り付け、▶主要機器の耐震補
強（2014年耐震基準）、▶戸開走行保護装置の取り付け

　区では、災害に強いまちづくりに向けて、建築物の耐震化やブロッ
ク塀の除去、擁壁・がけの耐震化等への費用助成を行っています。
　助成要件・金額等詳しくは、お問い合わせください。
【問合せ】▶木造住宅・非木造建築物の耐震化、ブロック塀等の除去、特
定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化…防災都市づくり課☎（5273）
3829、▶擁壁・がけの耐震化、エレベーターの耐震化…建築指導課
☎（5273）3745（いずれも本庁舎8階、㋫（3209）9227）へ。

●賃借人がいる特定・一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震工事等の助成額を加算
　令和2年10月から、賃借人がいる緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等助
成に加算しています。助成要件・金額等詳しくは、お問い合わせください。

　災害時の避難や救助活動等に重要な役割を持つ特定緊急輸送道路沿いの建築
物の耐震化を進めるため、耐震改修工事等の費用を助成しています。要件等詳し
くは、お問い合わせください。
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■補強設計・耐震改修工事・除却・建替えの助成

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化ブロック塀等の除去
　道に沿った高さ1m以上の安全性が確認できないブロック塀・万年塀・大谷石
塀などの除去にかかる費用の一部を助成します（限度額／40万円）。
【助成金額】40万円を限度に▶実際の工事にかかる費用、▶除去するブロック塀
等の面積（㎡）×面積当たりの単価（※）で算出した費用のいずれかのうち低い額
※面積当たりの単価▶万年塀…6,000円／㎡、▶ブロック塀・大谷石塀等…12,000円／㎡

　昭和56年5月31日以前に着工した木造2階建て以下の住宅・共同住宅・店舗等
併用住宅（過半が住宅）等が対象です。

■耐震診断のための建築士派遣（無料）

　区から建築士を派遣し、耐震診断を行います。診断には、簡易な診断を行う「予
備耐震診断」と、地震による損壊等に対する建物の強度（耐震性能）の評価を行う
「詳細耐震診断」があります。

■補強設計・耐震改修工事等への助成

▶補強設計等
　補強設計にかかる費用の一部を助成します（限度額／17万円）。
※詳細耐震診断と補強設計を合わせて実施する場合、助成限度額は30万円（詳
細耐震診断／13万円・補強設計／17万円）です。
▶耐震改修工事
　補強設計に基づいて行う耐震改修工事にかかる費用の一部を助成します。
※申請者が個人の場合は、申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していないこ
と等が要件です。耐震改修工事とは関係のない部分のリフォーム工事費や消費
税は助成対象外です。

　昭和56年5月31日以前に着工した鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コ
ンクリート造の建築物が対象です。

●非木造建築物への耐震フォローアップ（5月ころにご案内を発送します）
　区の助成等を活用して耐震診断を行った結果、改修工事が必要と診断されて
おり、かつ耐震改修工事に至っていない非木造建築物に再度、耐震化の呼び掛け
や助成制度をご案内するため、区から通知を発送します。希望する方には、訪問
でご自身の建築物の耐震化に関する説明を行うほか、工事のための合意形成に
ついてアドバイスを行います。

非木造建築物の耐震化木造住宅の耐震化

■耐震アドバイザー派遣・簡易耐震診断（無料）

　区から建築士を派遣し、耐震診断・改修工事の必要性の調査等のアドバイス
や、設計図面等に基づき、建築物の外部・内部の外観調査等を行う簡易耐震診断
を実施します。

■耐震診断・補強設計・耐震改修工事への助成

▶耐震診断…耐震診断にかかる費用の一部を助成（限度額／200万円）
▶補強設計…補強設計にかかる費用の一部を助成（限度額／200万円）
▶耐震改修工事…補強設計に基づいて行う耐震改修工事にかかる費用の一部を助成

地震に

住まいのために

強い



（2）第 2351号 …イベント …講座 令和3年（2021年）4月5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

　木造住宅密集地域のうち、特に不燃化を促進すべき地域などを
対象に、現存する木造住宅を準耐火建築物等にする不燃化建替え
や除却（取り壊し）に助成しています。不燃化建替え・除却を計画し
ている方は、まずはお問い合わせください。
【問合せ】防災都市づくり課（本庁舎８階）☎（５２７３）３８４２へ。

木造住宅の不燃化建替え等に助成しています
木造住宅密集地域の解消に向けて

●不燃化建替えへの助成
①昭和５６年５月３１日以前の着工で耐震診断の結果、耐
震性が不足していると診断された木造住宅…補助対
象事業費の４分の３以内（１件当たり３００万円を限度）
②上記①以外の木造住宅…補助対象事業費の４分の
３以内（１件当たり１００万円を限度）

基礎から学ぶ寄せ植え講座 

●母の日に贈る寄せ植え
【日時】５月５日㈷午前１０時～
１１時３０分・午後１時３０分～３時
【講師】星野学（テクノ・ホル
ティ園芸専門学校講師）
【費用】２，５００円（材料費等）
【持ち物】筆記用具、園芸用手袋、エプロ
ン、持ち帰り用の袋
【会場・申込み】往復はがきに３面記入
例のほか希望時間（午前・午後の別）、
小学生の場合は同伴する保護者氏名
を記入し、４月１９日（必着）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へ。各回定員１５名。応
募者多数の場合は抽選。定員に空きが

ある場合は、締め切り後も受け付けま
す。

みどりのカーテン親子講座 

●ゴーヤーの苗と
　プランターキットをお渡
しします
　ゴーヤーの育て方を親子
で学びます。夏の自由研究に
最適なゴーヤーを親子で育
ててみませんか。
【日時】▶①５月２２日㈯・▶②２３日㈰い
ずれも午前１０時３０分～１１時３０分・午
後１時３０分～２時３０分
【対象】区内在住で、これまでに同講座
に参加したことのない小学生と保護
者、各回１５組
【会場・申込み】往復はがきに３面記入
例のほか、お子さんの氏名（ふりが
な）・学年、保護者氏名、希望日時（①②
と午前・午後の別）、参加人数（１世帯３

名まで）を記入し、５月８日（必着）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へ。応募者多数の
場合は抽選。
※返信はがきが苗・肥料等の引き換え
券になります。

都市計画変更素案の説明会

【日時】４月２６日㈪▶①午後２時３０分～
４時・▶②午後６時～７時３０分（２回とも
同じ内容）
【会場】区立産業会館（BIZ新宿、西新宿
６―８―２）
【内容】東京都市計画道路特殊街路新宿
歩行者専用道第４号線、東京都市計画
通路新宿駅北東部地下通路線
【申込み】４月７日㈬から電話かファッ

クス（３面記入例のほか希望時間（①②
の別）を記入）で新宿駅周辺基盤整備
担当課（本庁舎７階）☎（５２７３）４１６４・
㋫（３２０９）９２２７へ。各回先着６０名。手
話通訳あり。

ユニバーサルデザインまちづくり

PR動画を配信しています

●なすなかにしの新宿区ユニバーサル
デザインまちづくり探検隊
　区では、区民の皆さんにユニバーサ
ルデザインについて知
っていただくため、PR
動画を制作しました。
動画は、新宿区ホーム
ページ（二次元コード
参照）・区公式YouTube
チャンネル「新宿区チャンネル」でご
覧いただけます。
【問合せ】景観・まちづくり課（本庁舎８
階）☎（５２７３）３８４３へ。

●建築・耐震・リフォーム等の
　相談をお受けします
　東京都建築士事務所協会新宿支
部所属の建築士と区職員が、区役
所本庁舎や各地域センターで相談
に応じています。日時・会場は広報
新宿毎月１５日号の各種相談欄でお
知らせしています。
【申込み】事前に電話で建築指導課
（本庁舎８階）☎（５２７３）３７３２へ。

【対象地域】以下の町丁目の全域または一部
上落合1～3丁目、北新宿2丁目、西新宿5丁目、赤城元町、赤城下町、
改代町、築地町、中里町、天神町、山吹町、矢来町、神楽坂1～６丁目、
市谷柳町、若葉1～3丁目、須賀町、信濃町、四谷3丁目、左門町、南元
町、市谷山伏町、南榎町、榎町、弁天町

安全安心・建築
なんでも相談会の

ご利用を

●除却（取り壊し）への助成
　昭和５６年５月３１日以前の着工で耐震診断の結果、耐
震性が不足していると診断された木造住宅…補助対
象事業費の４分の３以内（１件当たり５０万円を限度）

◆中小事業者省エネルギー対策支援
　エネルギーの専門家が訪問し、客観的な立
場から設備の効率化の提案や、省エネのアド
バイスを無料で行います。
【対象】区内の中小規模の事務所・工場・店舗・
テナントビルほか、１０件
【申込期間】４月２６日㈪～令和４年２月１０日㈭

【問合せ】環境対策課環境計画係
（〒１６０-８４８４歌舞伎町１―４―１、本
庁舎７階）☎（５２７３）３７６３へ。

◆対象
▶個人住宅…区内在住（予
定を含む）で、ご自身がお
住まいの住宅に補助対象機器等を自ら
使用する目的で設置または施工する方
▶集合住宅…区内に集合住宅を所有す
る（予定を含む）中小企業者（個人事業
者を含む）・管理組合等
▶事業者…区内に事業所を所有（予定
を含む）または賃借する中小企業者（個
人事業者を含む）
◆補助要件
▶設置する機器が未使用である、▶過
去にこの補助制度に基づく同一機器の
補助を受けていない、▶施工前である、
▶令和４年２月２８日㈪までに完了報告
書等を提出できる
【補助対象機器等の種類・補助金額】
右表のとおり
【申込み】４月１２日㈪～令和４年２月１０
日㈭に所定の申込書（パンフレットに
折り込み）等を郵送（必着）または直接、
環境対策課環境計画係へ。先着順で補
助総額分まで受け付けます（同日に補
助総額を超えた場合は抽選）。
★詳しくは、同係、特別出張所、環境学習
情報センター（西新宿２―１１―４、新宿中
央公園内）、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）で配布しているパンフレット、新
宿区ホームページでご案内しています。

新エネルギー・省エネルギー機器等の導入費用を補助します 新エネ・省エネ機器で
CO２削減にご協力を

補助対象機器等の種類 補助金額 ３年度の
補助総額

太陽光発電システム
㈶電気安全環境研究所もしくは、IECEEに基づく認証機関による太陽電池モジュー
ル認証を受けたもの

住宅（個人・集合）用 1kWあたり10万円
（上限30万円） ６00万円

事業所用 1kWあたり10万円
（上限８0万円） ８0万円

CO２冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）
次のいずれかに該当するもの
▶JIS基準（JISC９220）に基づく年間給湯保温効率（ふろ保温機能あり）が2．８以上、▶JIS基準（JISC９220）に基づ
く年間給湯効率（ふろ保温機能なし）が2．９以上、▶JIS基準（JISC９220）に基づく年間給湯保温効率または年間
給湯効率が2．７以上の「薄型2缶」「角型1缶」「容量200ℓ以下（一体型含む）」「多機能」タイプ

定額10万円 140万円

家庭用燃料電池（エネファーム）
国が実施する家庭用燃料電池導入支援補助金の補助対象システムとして㈳燃料電池普及促進協会（FCA）が指
定したもの

定額10万円 440万円

高反射率塗装（居室上の屋根または屋上）
JISK5６７5（屋根用高日射反射率塗料）適合品または日射反射率（全波長領域）が50％以上の塗料を使用すること
（屋根立ち上がり部分に施工する場合も可）

施工面積1㎡あたり
2，000円

（上限20万円）
７00万円

雨水利用設備
雨水タンクの容量が100ℓ以上で、屋根に降った雨を雨どい等から取水するもの

本体価格の50％
（上限20，000円） 10万円

住宅向け断熱窓改修
次の全てに該当するもの
▶既に設置してある窓の外窓交換・内窓設置・ガラス交換のいずれかである、▶一居室単位での施工、▶改修後
熱貫流率が4．６5W/㎡・K以下に改善される

施工経費の25％
（上限10万円） 250万円

蓄電池システム
次の全てに該当するもの
▶リチウムイオン蓄電池部分が㈳環境共創イニシアチブが補助対象機器として指定しているまたは同等と認
められる、▶太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池（エネファーム）と常時接続されている

1kWhあたり10，000円
（上限10万円） 120万円

集合住宅共用部LED照明
次の全てに該当するもの
▶照明器具の取り付け方が、つり下げ形・じか付け形・埋込み形・壁付け形のいずれかである（卓上スタンド、その
他のコンセント設備を使用するものは除く）
▶既設照明器具からLED照明器具への交換工事を行う（LED照明器具からLED照明器具への交換、既設照明器具
へのLEDランプの装着、既設照明器具の一部を改造する工事は対象外）

施工経費の50％
（上限30万円） 1，200万円

事業所用LED照明
区の中小事業者省エネルギー対策支援（下記）を受け、LED照明設置の提案を受けた（※）事業所
※過去に区の省エネルギー診断を受け、LED照明設置の提案を受けた事業所も対象です。

施工経費の50％
（上限40万円） 400万円

　申し込み方法等詳しくは、パンフレット、新宿区ホームページでご案内して
います（いずれも先着順。同日に予定件数を超えた場合は抽選）。

◆環境マネジメント規格認証取得費用助成
【対象】法人格があり、区内の事業所を適用範囲として環境マネジメント
システムの規格（ISO１４００１、エコアクション２１など）の認証を新たに取
得する、更新する、または認証の適用範囲を区内の事業所に拡大する団
体で、令和４年３月３１日までに認証取得・実績報告が可能なもの、５件
【補助金額】補助対象経費の２分の１（上限１０万円）
【申込期限】令和４年３月３１日㈭

中小企業向け省エネ支援
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【対象】実施団体の会員以外の高齢者を
対象とした、新規またはこれまでの活
動を充実させる次の事業（助成終了後
も継続的に活動すること）
▶区内在住の高齢者のための介護予防、
認知症・うつ・閉じこもり防止、生活支援・
生きがいづくり・健康づくり等に関する
活動（介護予防教室、健康指導、高齢者向
けの啓発講座等）、▶区内在住の高齢者が
主体となって行う社会貢献活動（地域の
清掃、防犯・防災活動等）、▶区内に居住す
る高齢者を対象とした地域支え合い活動
【助成額】対象経費の4分の1～4分の4

（30万円を限度。地域支え合い活動は
50,000円を限度）。同一内容の事業への
助成は1年度1回（通算して3回まで）。回
数によって助成率が異なります。
【交付時期】6月中旬（予定）
【申込み】事前連絡の上、所定の申請書
等を4月23日㈮までに直接、地域包括
ケア推進課高齢いきがい係（本庁舎2
階）☎（5273）4567へ。申請書等は同係
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。
※説明会は実施しません。要件等詳し
くは、お問い合わせください。

【対象】▶区内在住の障害者の自立のための社会的活動を行う障害者と家族、
▶区内在住で障害のある方への援助活動を行う個人・団体
【対象事業】障害者の自立・社会参加を促進するために令和3年度に実施する、次
のいずれかの事業
▶学習・研修、▶調査研究、▶福祉教育・啓発、▶福祉器具等の開発整備ほか
【対象経費】謝礼、消耗品費、会場・付帯設備利用料、材料費、宿泊費、バス等交通機
関利用料（バスの借り上げを伴う事業は、遠隔地での実施が障害者の社会参加や
自立訓練に必要不可欠な場合のみ助成。レクリエーションが目
的の経費は対象外）
【助成額】対象経費の合計額の5分の3以内（100万円を限度）
【交付時期】6月～7月（予定）
【申込み】所定の申込書等を4月９日㈮～23日㈮に直接、障害者
福祉課福祉推進係（本庁舎2階）☎（5273）4516・㋫（320９）3441
へ。申請書等は、電話かファックスで請求してください。

高齢者の介護予防・福祉増進の活動
住民等提案型事業助成・高齢者福祉活動基金助成

新宿区子ども未来基金
子どもの育ちを支援する活動

【対象】区内のお子さんと子育て家庭を対
象とした次のいずれかの活動
▶学び・共食・体験の機会、活動の場の
提供、子どもの情緒や創造性の育成、孤
食や育児の孤立化を防止する活動
▶ひとり親家庭・生活困窮家庭等、困難
を抱えた子どもや家庭を支援する活動
▶子どもの発育発達や不登校、思春期
のこころの問題などを抱える子どもと
保護者を地域でサポートする活動
【対象団体】次の全てを満たす団体
▶活動する会員数が5人以上、▶原則と
して助成を受けようとする活動の実績
がある、▶継続的に活動する意思がある

【助成額】▶助成1回目…対象経費の10
分の10（50万円を限度）、▶助成2回目
…対象経費の4分の3（37万5,000円を
限度）、▶助成3回目以降…対象経費の2
分の1（25万円を限度）
※令和3年度は新型コロナ
対策にかかる費用を加算
して助成（10万円を限度）
【交付時期】6月中旬（予定）
【申請受付期限】4月20日㈫
【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎
2階）☎（5273）4261へ。
※要件・申し込み方法等詳しくは、お問
い合わせください。

消費者活動を促進する活動

【対象団体】▶新宿消費生活センター分館の登録団体、▶区の消費者行政に協
力する団体、▶区内で活動するボランティア・NPO等の社会貢献的活動団体
ほか
【対象事業】4月～令和4年3月に実施する消費者市民社会や消費生活に関する学
習、講演会、調査・研究、普及啓発活動などの公益性のある事業
【助成額】対象事業経費の3分の2以内（1事業に付き20万円、年間40万円を限
度）
【助成金の交付】審査会で審査の上、助成の可否と助成上限金額を決定。事業完了
後の実績報告を受け、助成金額を確定し交付
【申込み】事前連絡の上、4月7日㈬～5月26日㈬に所定の申請書、団体の会則・規
約、年間の活動予定・収支予算書を直接、消費生活就労支援課消費生活就労支援
係（第2分庁舎3階）☎（5273）3８34へ。申請書等は、同係で配布しているほか、新
宿区ホームページからも取り出せます。

障害のある方の自立・社会参加支援活動

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた活動

介護予防教室 

●げんき応援教室
【日時】4月22日㈭、5月11日㈫・20日㈭、6
月1日㈫・17日㈭、7月6日㈫・2９日㈭、８月
1９日㈭、９月7日㈫、時間は各日午前10時～
10時45分、午前11時～11時45分の二部制
（受け付けは各開始時間の15分前から）
【内容】日常的に取り組める運動、介護
予防のミニ講話
●腰痛・膝痛予防教室
【日時】4月23日㈮、5月12日㈬・2８日
㈮、6月９日㈬・25日㈮、7月14日㈬・30
日㈮、８月27日㈮、９月８日㈬・24日㈮、
時間は各日午後1時15分～2時、午後2
時15分~3時の二部制（受け付けは各
開始時間の15分前から）

【内容】正しい姿勢を身に付けて痛みの
出にくい体作り

………＜以下共通＞………
【対象】区内在住の65歳以上で運動を
禁止されていない方、各回15名
【持ち物】上履き（スリッパ不可）、飲み
物、タオル、筆記用具。動きやすい服装
でおいでください。
【会場・申込み】当日直接、大久保スポー
ツプラザ（大久保3―7―42）へ。先着順。
【問合せ】地域包括ケア推進課介護予防
係（本庁舎2階）☎（5273）456８へ。

西新宿シニア活動館の催し 

●楽しもう!スポーツサイクリング
【日時】4月26日㈪午前10時～12時
【対象】区内在住の50歳以上、10名
【内容】スポーツ自転車活用の基礎知識
と安全性（講師は山口文知／日本自転車
普及協会自転車文化センター）。スポー

ツ自転車もご覧いただけます。
【持ち物】筆記用具・飲み物
【会場・申込み】4月7日㈬から電話また
は直接、同館（西新宿4―８―35）☎（3377）
９3８0へ。先着順。

高齢期の健康づくり・介護予防

出前講座をご利用ください 

●シニア向け
　日頃の活動場所に介護予防運動指導
員等が出向き、高齢者の健康づくりや
介護予防につながる運動・食事などに
ついて具体的な方法をご紹介します。
【利用日時】土・日曜日、祝日等を除く午
前10時～午後5時（1回60分または９0分）
【会場】区内公共施設等の会議室・集会
室ほか
※会場は講座を受けるグループが確保
してください（個人宅は不可。1人4㎡
（2ｍ×2ｍ）以上の広さが必要）。

【対象】区内在住で65歳以上の5～50
名で構成するグループ
【内容】介護予防運動に関するミニ講座
と運動ほか
【利用回数】1グループ年間最大８回まで
【申込み】所定の申込書を希望日の前月
10日までに地域包括ケア推進課介護
予防係（〒160-８4８4歌舞伎町1―4―
1、本庁舎2階）☎（5273）456８へ郵送
（必着）または直接、お持ちください。申
込書は電話でご請求ください。

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
申し込み

はがき・ファックス等の記入例

地域活動への助成制度をご活用ください

◆対象団体

▶区内の町会・自治会、商店会、▶国・都・区の指定等
を受けた区内の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
の気運醸成の自主的な活動等で、4月～12月に区内
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
◆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
民参画事業助成評価委員会を経て、助成します（6月
以降交付予定）。
◆申込み

　制度の利用や申請書等の作成について事前に相談
の上、4月８日㈭～5月7日㈮に所定の申請書等を郵送

（必着）または直接、東京オリンピック・
パ ラ リ ン ピ ッ ク 開 催 等 担 当 課
（〒160-８4８4歌舞伎町1―5―1、第1分
庁舎7階）☎（5273）4220へ。詳しくは、新
宿区ホームページ（二次元コード参照）、同課・特別出
張所等で配布する募集要項でご案内しています。
※パブリックビューイン
グを実施する団体への助
成は別途募集します。詳
しくは、広報新宿後号で
ご案内します。

　活動に当たっては、適切な新型コロナ対策を行ってください。アルコール消毒剤やマスク等の購入費用は、助成の対象となります。
　他の助成を受けている事業、営利目的、政治・宗教活動を含む事業等は助成の対象になりません。

消費者活動促進等助成事業

国立競技場
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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

…イベント …講座

いきいきウォーク新宿 

●神田川沿いの遊歩道
【日時・集合場所】4月
23日 ㈮ 午 前10時 に
柏 木 地 域 セ ン タ ー

（北新宿2―3―7）に
集合、午後1時に清水
川橋公園（下落合1―
1）で解散（雨天実施）

【内容】初心者向けの歩き方教室と約4
㎞のウオーキング

【持ち物】マスク、運動靴、両手が自由に
なるバッグ、飲み物。動きやすい服装で
おいでください。

【協力】NPO法人新宿区ウオーキング
協会

【申込み】4月7日㈬～22日㈭に電話か
ファックス（3面記入例のほか年齢を
記入）で健康づくり課健康づくり推進
係☎（5273）3047・㋫（5273）3930へ。
先着20名。

新宿NPO活動基礎講座 

①NPO入門
　～社会に役立つ活動・組織とは

【日時】4月24日㈯午後1時30分～3時
30分

【内容】NPOの特徴、NPOの社会性
や公益性ほか（講師は手塚明美／認
定NPO法人藤沢市民活動推進機構

理事長）
②助成金獲得講座～助成財団が教えます
獲得成功のポイント

【日時】4月25日㈰午後1時30分～3時
30分

【講師】武藤良太／トヨタ財団国内助成
グループプログラムオフィサー

………＜①②共通＞………
【費用】1,000円（資料代）
【会場・申込み】4月7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。各
先着20名。オンラインでの受講もでき
ます（1,000円）。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。

初心者ゲートボール教室 

　動きやすい服装・運
動 靴 で お い で く だ さ
い。用具は貸し出しま
す。

【日時・会場】▶4月12日
～23日の月・水・金曜日
午前9時30分～12時…
都立戸山公園いきいき広場（箱根山地
区、戸山3―2）
▶4月18日㈰午前10時～12時…よつ

や運動広場（四谷1―1）、清水川橋公園
（下落合1―1）（雨天・荒天時中止）
【対象】区内在住・在勤・在学のおおむね
10歳～70歳代、各日10名

【費用】1回200円
【主催・申込み】4月7日㈬から電話で各
日3日前までに区ゲートボール協会
☎（3362）1357（田林）へ。先着順。

硬式テニス教室 

【日時】5月8日～23日の
土・日曜日午後1時30分
～3時30分、全6回

【会場】大久保スポーツ
プラザ（大久保3―7―42）

【対象】区内在住・在勤で18歳以上の初
心者～初級程度の方、35名

【費用】5,000円（保険料等）
【申込み】往復はがきに3面記入例のほ
か年齢を記入し、4月20日（必着）まで
に 区 硬 式 庭 球 連 盟・篠 田 康 美

（〒162-0052戸山2―33―1231）☎090
（3812）8603へ。応募者多数の場合は
抽選。

● 4月からモバイルレジ納付にクレジットカードを利用できます
　保険料をスマートフォンで納付できる

「モバイルレジ納付」では、これまでのイン
ターネットバンキング決済に加えて4月か
らクレジットカード決済を利用できます

（納付書1枚に付き30万円まで）。別途、決済
手数料（本人負担）がかかります（右表）。

【利用上の注意】▶保険料の還付が発生した
場合でも、クレジットカード決済の手数料は返還できません。
▶バーコードが印刷されていない納付書や納期限が過ぎている納付書は利用できません。
▶領収証書は発行されません。
●口座振替のご利用を
　保険料のお支払いには、納め忘れのない口座振替をご利用ください。本人名義のほか、
家族名義の口座から引き落とすこともできます。ご希望の方は介護保険課資格係へご連
絡ください。
※年金からの差し引きで介護保険料を納めている方は、口座振替による納付へ変更する
ことはできません。

　東京2020大会をより楽しめる情報をご紹
介しています。

【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オリンピック聖火リレーがスタートしました
　3月25日に福島県からスタートしました。東日本大震災から10年目と
なる節目の年に行われる聖火リレーとして、復興の歩みを進める被災地
をはじめ、121日間をかけて日本全国を巡ります。
　最終日の7月23日㈷には新宿区内で聖火リレーが行われ、
その後、国立競技場での開会式で聖火台に点火されます。
🆀🆀 東京2020オリンピック聖火リレーで用いられるトーチは
何色？
🅰🅰 「桜ゴールド」です（写真）。また、東京2020パラリンピック聖火リ
レーで用いられるトーチはピンク色がより濃い「桜ピンク」です。

　令和2年度までは、前々年中の所得状況等と4月1日現在の世帯状況をもとに仮算定した
保険料を4月に通知し、その後、前年の所得状況等をもとに保険料を本算定し、7月に通知し
ていました。今年度からは、保険料の計算方法を分かりやすくするため、4月の仮算定を廃
止し、7月の本算定のみ行います。本算定による保険料通知は、7月中旬に発送します。
※65歳になった方や新宿区へ転入した方など令和2年度分の保険料を新たに賦課した場
合や、所得更正等で令和2年度分以前の保険料に変更があった場合は、4月～6月の間も保
険料通知を行います。

【問合せ】介護保険課資格係（本庁舎2階）☎（5273）4597・㋫（3209）6010へ。

　介護保険料は、3年ごとに見直しています。3年度から3年間の保険料基準額は、1か月当たり6,400円です（表第5
段階参照）。所得などの状況に応じて決まる「保険料段階と保険料」をお知らせします。

【問合せ】介護保険課推進係（本庁舎2階）☎（5273）4596・㋫（3209）6010へ。

介護保険料(令和3年度～5年度)を決定しました

保険料
段階 所得などの状況

保険料 基準額に
対する割合年額 1か月当たり

第1段階
生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者

19,200円 1,600円 基準額×0.25

世帯全員が住民税非課税

本人が老齢福祉年金受給者

本人の課税
年金収入金
額とその他
の合計所得
金額（★）を
合わせて

80万円以下
第2段階 120万円以下 26,880円 2,240円 基準額×0.35
第3段階 120万円超 49,920円 4,160円 基準額×0.65
第4段階 本人が住民税非課税で世

帯員が住民税課税
80万円以下 61,440円 5,120円 基準額×0.8

第5段階 80万円超 76,800円 6,400円 基準額
第6段階

本人が住民税課税
本人の合計
所 得 金 額
（★）が

125万円未満 84,480円 7,040円 基準額×1.1
第7段階 125万円以上250万円未満 92,160円 7,680円 基準額×1.2
第8段階 250万円以上375万円未満 107,520円 8,960円 基準額×1.4
第9段階 375万円以上500万円未満 119,040円 9,920円 基準額×1.55
第10段階 500万円以上625万円未満 142,080円 11,840円 基準額×1.85
第11段階 625万円以上750万円未満 160,560円 13,380円 基準額×2.09◆
第12段階 750万円以上1,000万円未満 188,160円 15,680円 基準額×2.45
第13段階 1,000万円以上1,500万円未満 222,720円 18,560円 基準額×2.9
第14段階 1,500万円以上2,500万円未満 253,440円 21,120円 基準額×3.3
第15段階 2,500万円以上3,500万円未満 268,800円 22,400円 基準額×3.5
第16段階 3,500万円以上 284,160円 23,680円 基準額×3.7
【★の「合計所得金額」「その他の合計所得金額」とは】
　年金・給与・不動産・配当等の収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なる）を控除した金額の合計です（扶養
控除・医療費控除・社会保険料控除・基礎控除等の所得控除をする前の金額で、土地・建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、
繰越控除前の金額をいいます。「合計所得金額」と住民税の納税通知書の「総所得金額」や扶養控除、社会保険料控除などを除いた後の「課税標
準額」とは異なります）。ただし、保険料段階の判定においては、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合、合計所得金額から特別控除額を控
除した額を用います。年金に係る雑所得がある場合、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額が「その他の合計所得金額」になります。
【令和3年度からの税制改正への対応として、下記を控除し、介護保険料を算定しています】
⃝第1段階から第5段階の方…▶❶給与所得と年金に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超え、所得金額調整控除（最高10万円）が適用
されている場合、給与所得金額にその控除額を加えた後、10万円を控除、▶❷①に該当しない方で給与所得がある場合には、給与所得金額か
ら10万円を控除
⃝第6段階以上の方…給与所得または年金に係る雑所得がある場合は、給与所得金額と年金に係る雑所得の合計額から10万円を控除
※合計所得金額・控除後の額・その他の合計所得金額が0円を下回った場合は、0円とみなします。

①ライジングスターチャレンジ参加

　北京オリンピック陸上競技4×100ｍリレー銀メダリスト
の塚原直貴さんと50ｍ走などを行います。
　動きやすい服装と靴でおいでください。

【日時】5月8日㈯午前8時30分～10時30分（予定）
【対象】区内在住の小学生、50名（お子さん1人に付き保護者1
名同伴。保護者はスタンドから見学）

②競技観戦

　世界のトップアスリートが集まる陸上競技大会をスタンド
から観戦できます。

【日時】5月9日㈰午後4時30分～9時
【対象】区内在住の方、30組60名
【主催】東京2020大会組織委員会

READY STEADY TOKYO
　　　　　　　　－陸上競技

参加者・観戦者を募集

画像提供：日本スポーツ振興センター

3月の新宿区の人口 １日現在
（増減は前月比）

住民基本台帳人口� 344,879人（620人減）
世帯数� 219,400世帯（391世帯減）

日本人 外国人

人口計 307,122人
（101人減）

37,757人
（519人減）

男 153,564人
（94人減）

19,435人
（249人減）

女 153,558人
（7人減）

18,322人
（270人減）

施設名（所在地） 電話
番号

ファックス
番号

日程
4月 5月 6月 7月 8月 9月

ささえーる 薬王寺（市谷薬王寺町51） （3353）2333 （3353）6640 21㈬ 12㈬・26㈬ 16㈬ 14㈬・28㈬ 18㈬ 8㈬・22㈬
高田馬場シニア活動館（高田馬場3-39-29） （3362）4560 （3368）8169 12㈪ 10㈪・24㈪ 14㈪ 12㈪・26㈪ 9㉁ 13㈪・27㈪
信濃町シニア活動館（信濃町20） （5369）6737 （5369）6738 7㈬ 5㈷・19㈬ 9㈬ 7㈬・21㈬ 11㈬ 1㈬・15㈬
戸山シニア活動館（戸山2-27-2） （3204）2422 （3204）2421 20㈫ 4㈷・19㈬ 15㈫ 6㈫・21㈬ 17㈫ 7㈫・15㈬
西新宿シニア活動館（西新宿4-8-35） （3377）9380 （3377）9231 16㈮ 14㈮・28㈮ 18㈮ 9㈮・23㈷ 20㈮ 10㈮・24㈮
早稲田南町地域交流館（早稲田南町50） （3208）2552 16㈮ 14㈮・28㈮ 18㈮ 9㈮・23㈷ 20㈮ 10㈮・24㈮
西早稲田地域交流館（西早稲田1-22-2） （5286）8311 （5286）8314 14㈬ 12㈬・26㈬ 9㈬ 14㈬・28㈬ 11㈬ 8㈬・22㈬
新宿地域交流館（新宿5-3-13） （3341）8955 7㈬ 5㈷・19㈬ 2㈬ 7㈬・21㈬ 4㈬ 1㈬・15㈬
山吹町地域交流館（山吹町342） （3269）6189 13㈫ 11㈫・25㈫ 8㈫ 13㈫・27㈫ 10㈫ 14㈫・28㈫
上落合地域交流館（上落合2-28-8） （3360）1414 （3360）1477 12㈪ 13㈭・17㈪ 14㈪ 1㈭・19㈪ 9㉁ 2㈭・20㈷
北新宿地域交流館（北新宿2-3-7） （3369）5856 （3369）5877 28㈬ 7㈮・21㈮ 4㈮ 2㈮・29㈭ 25㈬ 3㈮・17㈮
下落合地域交流館（下落合3-12-33） （3951）0023 15㈭ 6㈭・20㈭ 17㈭ 8㈭・29㈭ 19㈭ 9㈭・30㈭
百人町地域交流館（百人町2-18-21） （3368）8156 （3368）8157 13㈫ 1㈯・27㈭ 15㈫ 3㈯・27㈫ 16㈪ 4㈯・29㈬
東五軒町地域交流館（東五軒町5-24） （3269）6895 （3269）6357 14㈬ 5㈷・19㈬ 9㈬ 7㈬・21㈬ 11㈬ 1㈬・15㈬
中町地域交流館（中町25） （6265）0608 （3267）3325 14㈬ 12㈬・26㈬ 9㈬ 14㈬・28㈬ 11㈬ 8㈬・22㈬
本塩町地域交流館（四谷本塩町4-9） （3350）1456 （3350）1457 8㈭ 13㈭・27㈭ 10㈭ 8㈭・22㈷ 12㈭ 9㈭・23㈷
北山伏地域交流館（北山伏町2-17） （3269）7197 16㈮ 7㈮・21㈮ 18㈮ 9㈮・23㈷ 20㈮ 10㈮・24㈮
中落合地域交流館（中落合2-7-24） （3952）7163 （3565）2530 9㈮ 14㈮・28㈮ 11㈮ 9㈮・23㈷ 13㈮ 10㈮・24㈮
北新宿第二地域交流館（北新宿3-20-2） （5348）6751 （3369）0081 6㈫ 4㈷・18㈫ 8㈫ 6㈫・20㈫ 3㈫ 7㈫・21㈫
高田馬場地域交流館（高田馬場1-4-17） （3200）5816 8㈭ 6㈭・20㈭ 10㈭ 1㈭・22㈷ 12㈭ 2㈭・23㈷
清風園（中落合1-7-26） （3951）0086 （5982）9808 14㈬ 12㈬・26㈬ 16㈬ 14㈬・28㈬ 18㈬ 8㈬・22㈬

【日時・会場】右表のとおり。時間はいずれも午後1時～5時
【対象】区内在住の60歳以上
【内容】あん摩マッサージ指圧師の資格を持つ専門家が一人一人の希
望に合わせて指圧等でマッサージ（針灸による施術は行いません）

【費用】1回30分1,000円
【申込み】施術希望日当日に電話で各施設へお申し込みください。申
し込みは当日のみで、各館の開館時間から受け付けます（ささえーる 
薬王寺・シニア活動館・地域交流館は午前9時、清風園は午前9時30分
開館）
※日程は変更する場合があります。各施設にご確認ください。
※初めて施設を利用する方には、「利用証」を発行します。申請の際は
住所・氏名・年齢が確認できるもの（個人番号カード、運転免許証、健
康保険証等）を各施設へお持ちください。
※新型コロナ対策のため、タオルをお持ちいただく場合があります。
※1回30分の施術時間の中に換気・消毒のための時間を含みます。

健康増進のため、お近くのシニア活動館、
地域交流館等で毎月1～2回実施していま
す。今回は、4月～9月の日程をご案内しま
す。

【問合せ】地域包括ケア推進課高齢いきがい
係（本庁舎2階）☎（5273）4567・㋫（6205）
5083へ。

4～9月の日程マッサージサービスが利用できます60歳以上の方へ

●所得が少ない方への負担軽減策
　区は、所得が少ない方への負担軽減に取り組み、基
準額に対する割合について、国の標準段階における
負担割合よりも低く設定しています。

●負担能力に応じた保険料段階
　負担能力に応じた負担とするため、保険料段階を
16段階と細かく設定しています。

第1号被保険者（65歳以上の方）の介護保険料（令和3年度～5年度）
◆小数点第3位を四捨五入しているため、「基準額に対する割合」で計算した金額と「保険料」とは一致しません。

介護保険料の通知は７月に発送します

●年金から差し引き（特別徴収）の方
4月と6月の年金から差し引く保険料額は、令和3年2月の年金から差し引いた額と同額

となります。
※令和3年4月または6月に特別徴収が開始される方は、令和2年度の保険料段階をもとに
計算した金額で差し引きます。

●納付書・口座振替でお支払い（普通徴収）の方
　普通徴収の納期が、これまでの「4月～翌年3月の毎月末」（年12回）から、「7月～翌年3
月の毎月末」（年9回）に変わります。
※納付回数が減るため1回あたりの納付額は増えますが、1年間の保険料額に影響はありま
せん。1回あたりの納付額が増えたことにより、納付が困難となる場合は、ご相談ください。

納付書でお支払いの方へ

利用額 決済手数料（税込）
1円～5,000円 27円

5,001円～10,000円 82円
10,001円～20,000円 165円
20,001円～30,000円 275円
※以降10,000円増えるごとに110円加算

　東京2020大会に向けたテストイベントとして、陸上競技大会が開催され
ます。

【問合せ】東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課（〒160-8484歌
舞伎町1―5―1、第1分庁舎7階）☎（5273）4220へ。

画像提供：
Tokyo2020

……………………………………………＜①②共通＞……………………………………………
【会場】国立競技場（霞ヶ丘町10―1）
【申込み】往復はがきに参加者全員について3面記入例のほか希望イベント（①②の別）、車いす席希望の有無、①はお
子さんの学年を記入し、4月15日（必着）までに東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課へ。応募者多数の場
合は抽選し、結果は4月19日㈪以降に発送する予定です。②に当選した方は、4月23日㈮～30日㈮（土・日曜日、祝日を
除く）のうち、当選時に指定された日時にチケットを受け取りに同課においでください。
※実施内容を変更または中止する場合があります。



（6）第 2351号 …イベント …講座 令和3年（2021年）4月5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

多文化展示「お国はどちら？地球です」

●世界に広がる日本発の絵本
【日時】４月９日㈮～５月１２日㈬
【内容】外国語絵本図書の展示
【会場・問合せ】大久保図書館（大久保２―１２―７）
☎（３２０９）３８１２へ。

行政書士無料法律相談会

【日時】４月１６日㈮午後６時１０分
から・午後７時から・午後７時５０
分から（１人３０分程度）
【内容】相続、就労問題などの法律相談
【協力】東京都行政書士会新宿支部
【会場・申込み】４月７日㈬から電話または直接、
下落合図書館（下落合１―９―８）☎（３３６８）６１００
へ。各回先着１名。

こどもの読書週間の催し

　区では、４月２３日～５月１２日を「こどもの読書
週間」とし、期間中は、お子さんが読書や図書館
に興味を持てるよう、さまざまなイベントを開
催しています。
●本のお楽しみ袋
　図書館員おすすめの本を中身
が見えないように包装（１組３冊）
して貸し出します。
【日時】４月２３日㈮～５月１２日㈬
【対象】４歳～小学生のお子さんと保護者、２０名
【会場・問合せ】中町図書館（中町２５）☎（３２６７）
３１２１へ。先着順。
●読

どくしょ

書ノートをつくろう！
【日時】４月２４日㈯午前１０時３０分～１１時３０分
【対象】４歳～小学生のお子さんと保護者、５名
【内容】自分が読んだ本を記録するノート作り

【会場・申込み】４月１０日㈯から電話または直接、
中町図書館（中町２５）☎（３２６７）３１２１へ。先着
順。
●英語絵本のおはなし会
【日時】４月２４日㈯午後２時～２時３０分
【対象】３歳～小学生、５名（未就学児は保護者同伴）
【内容】英語絵本の読み聞かせと英語の詩・歌の
紹介
【会場・申込み】４月１０日㈯から電話または直接、
中町図書館（中町２５）☎（３２６７）３１２１へ。先着
順。
●春のスペシャルおはなし会
【日時】４月２４日㈯午後２時～２時４５分
【会場】戸山生涯学習館（戸山２―１１―１０１）
【対象】お子さんと保護者、７組
【内容】絵本の読み聞かせ、エプロンシアター
【申込み】４月７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。
●おはなし会
【日時】４月２９日㈷午後３時～３時３０分
【会場】大久保地域センター（大久保２―１２―７）
【対象】小学生まで、１０名（未就学児は保護者同
伴）
【申込み】４月７日㈬から電話または直接、大久保図
書館（大久保２―１２―７）☎（３２０９）３８１２へ。先着順。

講演会「暗記も辞書もいらない英語多読」

●初心者向け講演会・ワークショップ
【日時】５月９日㈰午前９時４５分～１１時４５分
【会場】四谷地域センター（内藤町８７）
【対象】英語多読未経験の方、１２名
【協力】NPO多言語多読
【申込み】４月８日㈭～３０日㈮に電話または直接、四
谷図書館（内藤町８７）☎（３３４１）００９５へ。応募者
多数の場合は抽選。

ささえーる 薬王寺
の講座

次世代育成協議会区民委員

　子育て環境の整備や、仕事と子育て
の両立のための取り組みなどについて
ご意見をいただきます。
【対象】区内在住で令和３年４月１日現在
１８歳以上の方、３名
【任期】６月２３日㈬から２年間
【報酬】会議（月～金曜日の日中に年３回
程度開催）に出席の都度、１０，０００円
【申込み】任意の用紙に「子どもから若者
までの総合的な次世代育成支援」がテー
マの作文（日本語で８００字～１，０００字）
と、作文とは別の用紙に住所・氏名・年
齢・電話番号・職業を記入し、４月２１日㈬
までに子ども家庭課企画係（〒１６０-
８４８４歌舞伎町１―４―１、本庁舎２階）
☎（５２７３）４２６１へ郵送（必着）または直
接、お持ちください。作文は返却しませ
んが、選考以外には使用しません。

特別区立幼稚園教員等

採用候補者

①幼稚園教員
【対象】昭和６２年４月２日以降に生まれ、
幼稚園教諭普通免許状をお持ちの方
（令和４年４月１日までに取得見込みの
方を含む）
【第１次選考】筆記（６月２０日㈰）
②妊娠出産休暇・育児休業代替教員
　（臨時的任用教員）
【対象】幼稚園教諭普通免許状をお持ち
の方

【選考】書類、面接（電話予約が必要）
※面接は新規申込者と特別区立幼稚園
の臨時的任用教員として最近５年間に
勤務実績のない方が対象です。
【面接日程（申込期間）】
▶４月１３日㈫（４月７日㈬まで）
▶５月１１日㈫（４月２３日㈮～５月６日㈭）
▶６月１５日㈫・１６日㈬（５月２０日㈭～６
月９日㈬）
▶７月１３日㈫（６月２４日㈭～７月７日㈬）
▶８月１７日㈫（７月２９日㈭～８月１０日㈫）
▶９月１４日㈫（８月２６日㈭～９月８日㈬）
▶１０月１２日㈫（９月２４日㈮～１０月７日㈭）

………＜①②共通＞………
【勤務場所】特別区の区立幼稚園（大田
区・足立区を除く）
【申込み】所定の書類を▶①は５月７日
㈮まで、▶②は面接実施日ごとの申込期
間に郵送（いずれも消印有効）で特別区
人事・厚生事務組合教育委員会事務局
人事企画課採用選考担当（〒１０２-００７２
千代田区飯田橋３―５―１、東京区政会
館１７階）▶①は☎（５２１０）９７５１・▶②は
☎（５２１０）９８５７へ。①は同事務組合ホー
ムページ（㋭http://www.tokyo２３city.
or.jp/）からも申し込めます。詳しくは、
選考案内をご覧ください。選考案内等
は上記同事務組合ホームページから取
り出せるほか、区教育指導課（本庁舎４
階）でも配布しています。

消費生活地域協議会区民委員

　消費者教育の推進や消費者安全の確保
の取り組みへのご意見をいただきます。
【対象】区内在住で５月７日㈮時点で２０
歳以上の方、２名

【任期】７月から２年間
【報酬】協議会（月～金曜日の日中に年
２回程度開催）に出席の都度、５，０００円
【申込み】原稿用紙に「新宿区における
消費者教育及び消費者安全の確保につ
いて」がテーマの作文（８００字程度）と
住所・氏名・年齢・電話番号・職業を記入
し、５月７日㈮までに消費生活就労支援
課（〒１６０-００２２新宿５―１８―２１、第２
分庁舎３階）☎（５２７３）３８３４へ郵送（必
着）または直接、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。

障害者自立支援ワーカー

●区会計年度任用職員
【対象】国籍を問わず、社会福祉士・精神
保健福祉士・保健師・相談支援専門員の
いずれかの資格をお持ちの方または相
談支援専門員の資格を得るための実務
経験がある方、１名
【任用期間】６月１日～令和４年３月３１日
【勤務日時】原則として月～金曜日のう
ち週４日午前８時３０分～午後５時
【勤務場所】障害者福祉課（区基幹相談
支援センター、本庁舎２階）
【勤務内容】障害のある方のケースワー
ク業務、相談支援
【報酬等】月額２２万円程度。交通費支給
（上限あり）。期末手当あり。社会保険等
に加入
【選考】▶１次…書類・小論文、▶２次…
面接（５月１０日㈪を予定）
【申込み】所定の採用選考申込書、資格
証の写し、小論文（課題は募集案内に掲

載）を４月２０日㈫までに障害者福祉課
支援係（〒１６０-８４８４歌舞伎町１―４―
１、本庁舎２階）☎（５２７３）４５８３へ郵送
（必着）または直接、お持ちください。募
集案内・申込書は、同係で配布している
ほか、新宿区ホームページから取り出
せます。

外部評価委員会

【日時】４月１６日㈮午前１０時～１２時
【内容】区の行政評価制度
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、本庁舎６階第３委員会室へ。
【問合せ】企画政策課（本庁舎３階）
☎（５２７３）３５０２へ。

東京都都市計画審議会

【日時】５月１８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通）に３面記入例のとおり
記入し４月２７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―８―１）
☎（５３８８）３２２５へ。定員１５名。応募者
多数の場合は、５月６日㈭に東京都庁で
公開抽選します。付議予定案件等詳し
くは、お問い合わせください。同局ホー
ムページ（㋭https://www.toshiseibi.
metro.tokyo.lg.jp/keikaku/shingikai/
yotei.htm）でもご案内しています。個
人のプライバシーに関わる案件は、会議
が一部非公開となることがあります。

図書館の催し

▼コグニサイズ

▲料理講座

①からだと脳の若返り応援講座「コグニサイズ」体験会
【日時・定員】５月１４日㈮午前１０時～１２時（１０名）
【内容】認知機能向上を目指した脳トレと運動（講師は古賀
正人／認定コグニサイズ指導員）
②料理超初心者講座
【日時・定員】５月１３日・２７日、６月１０日の木曜日午後２時～３
時３０分、全３回（６名）
【内容】包丁の持ち方、野菜の切り方、食品管理、食中毒、食品
衛生などの食に関する基礎知識（講師は吉田美代子／管理
栄養士）
③男の筋力アップ講座「ダンディエクササイズ」
【日時・定員】６月３日～１０月７日の木曜日（７月２２日、８月１９
日、９月２３日を除く）午後１時～３時、全１６回（９名）
【内容】筋肉アップのための体操（講師は郷間正典／介護予
防主任運動指導員）
※男の身だしなみ（６月１７日㈭）、効率の良い栄養の取り方
（９月１６日㈭）の講話、自主活動（７月１５日㈭、８月１２日㈭、９
月９日㈭）の回あり。

………＜①～③共通＞………
【対象】区内在住で初めて受講する方
【会場・申込み】①②は４月１４日㈬まで、③は５月１３日㈭まで
に電話または直接、同館（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。
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風しんの抗体検査・予防接種高齢者肺炎球菌定期予防接種

風しん抗体検査

【対象】昭和３７年４月２日～５４年４月１日
生まれの男性
【検査回数】１回
風しん予防接種（風しん５期予防接種）

【対象】風しん抗体検査を受けた結果、
風しん抗体価が低い方
【接種回数】１回
【ワクチン】原則としてMR（麻しん風

しん混合）ワクチン
※風しん単体ワクチンでの接種を希望
する方は、お問い合わせください。
クーポン券の有効期限

　既に対象の方にお送りしたクーポン
券は、有効期限の記載にかかわらず、令
和４年２月２８日㈪までご利用いただけ
ます。転入・紛失等でクーポン券をお持
ちでない方は、お問い合わせください。

　風しんの定期接種を受ける機会がなかった世代の男性を対象に、令和４年２月
まで抗体検査・予防接種を実施しています。対象の方には、令和２年度までにクー
ポン券をお送りしました。全国の医療機関・事務所で実施する健康診断・特定健康
診断で、いずれも無料で受けられます（１回のみ）。

相続・不動産無料相談会

【日時】４月１５日㈭午後１時～５時
【会場】区立産業会館（BIZ新宿、西新宿
６―８―２）
【対象】区内在住の方、区内に土地や建
物をお持ちの方、１0組
【相談員】不動産鑑定士・税理士・司法書
士ほか
【後援】新宿区
【申込み】４月８日㈭～１４日㈬（土・日曜
日を除く午前９時～午後４時３0分）に電
話でNPO法人日本地主家主協会事務
局☎（３３２0）６２８１へ。先着順。

春の内藤とうがらしフェア 

● 内藤とうがらし苗販売会
【日時・会場】▶５月１日㈯・２日㈰・３日㈷

午前１0時～午後４時…今田新聞店前（百
人町１―２３―２）、▶５月４日㈷・５日㈷・８日
㈯・１５日㈯午前１１時～午後３時…スタジ
オ１0４atFAVETTA（歌舞伎町１―２３―
１４）、▶５月９日㈰午前１0時～午後４時・１0
日㈪午前１0時～午後２時…ニュースサ
ービス日経・四谷（荒木町２１）、▶５月１６
日㈰午前１0時～午後４時…ニュースサー
ビス日経・市ヶ谷（納戸町２６）、▶５月２２日
㈯午前１0時～午後２時…ニュースサー
ビス日経・代々木初台（渋谷区本町１―
５９―３）、▶５月２３日㈰午前１0時～午後４
時…ニュースサービス日経・落合（西落
合２―９―１0）、▶５月２９日㈯・３0日㈰午前
１１時～午後４時…新宿タカシマヤ２階JR
口特設会場（渋谷区千駄ヶ谷５―２４―２）
【後援】新宿区
【問合せ】新宿内藤とうがらしフェア事
務局☎（３３７１）５６３５へ。同フェアホー
ムページ（㋭https://www.event１0４.
tokyo/）でもご案内しています。

昭和３７年４月２日～５４年４月１日生まれの男性へ

▶接種日現在、６0歳～６４歳で、心臓・腎
臓・呼吸器・免疫機能に重度の障害（身
体障害者手帳１級程度）がある方
※接種を希望する方はご連絡くださ
い。予診票をお送りします。
【接種期間】令和４年３月３１日まで
【自己負担額】１，５00円（生活保護を受
給している世帯等の方は無料）
【接種回数】１回

新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔

　新型コロナウイルスワクチンとその他のワクチンは、いずれかのワクチン
を受けた日の２週間後の同じ曜日以降に接種できます。接種間隔について詳し
くは、保健予防課予防係にお問い合わせください。

【対象】区内在住で、次のいずれかに該
当し、過去に肺炎球菌ワクチンを接種
したことがない方
▶令和３年４月１日～４年３月３１日に６５
歳、７0歳、７５歳、８0歳、８５歳、９0歳、９５
歳、１00歳になる方
※３月に予診票を発送しました。令和４・
５年度の対象は、各年度中に上記年齢に
なる方です。予診票は、対象に該当する
年度になる前の３月下旬に発送します。

　肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による感染症を予防し、重症化を防ぎます。区で
は、接種率向上のため、令和６年３月まで自己負担金額をこれまでの４，000円から
１，５00円に軽減しています。予診票をお持ちの上、指定医療機関で接種してください。

【問合せ】▶下記予防接種…保健予防課予防係（第２分庁舎分館１
階）☎（５２７３）３８５９、▶新型コロナウイルスワクチン…新宿区新型
コロナウイルスワクチン接種コールセンター☎0５７0（0１２）４４0へ。

自己負担金額を１,５00円に軽減しています

両親学級
【日時】5月2９日㈯・30日㈰午前９時30分～
11時・午後1時～2時30分（いずれの回も
同じ内容）

【内容】妊娠している方とパートナー向け
のもく浴実習、パパの妊婦体験、赤ちゃん
を迎えるに当たっての講義

【会場】東新宿保健センター
【問合せ】NPO法人助産師みらいSHⅠN
JUKU㋭h ttp://jyosanshi-mirai.org/
☎080（3710）0361（日曜日、祝日、年末年
始を除く午前９時～午後6時）へ。

★★★★★★★ 保健センター等の問い合わせ先 ★★★★★★★
牛込保健センター ☎（３２６0）６２３１ ㋫（３２６0）６２２３ 〒１６２-0８５１ 弁天町５0
四谷保健センター ☎（３３５１）５１６１ ㋫（３３５１）５１６６ 〒１６0-000８ 四谷三栄町１0-１６
東新宿保健センター ☎（３２00）１0２６ ㋫（３２00）１0２７ 〒１６0-00２２ 新宿７-２６-４
落合保健センター ☎（３９５２）７１６１ ㋫（３９５２）９９４３ 〒１６１-00３３ 下落合４-６-７
女性の
健康支援センター ☎（３３５１）５１６１ ㋫（３３５１）５１６６ 〒１６0-000８ 四谷三栄町１0-１６

（四谷保健センター内）

５月の保健センター等の教室・相談 母子関係の事業は母子健
康手帳をお持ちください。

◆ 予約制のものは４月７日㈬から受け付けます ◆
　新型コロナの感染拡大状況により変更する可能性があります。事前にお問い
合わせください。

事業名 担当 日 時間 内容

はじめて・
にこにこ
歯科相談

牛込 6㈭★・13㈭◎

９：00～10：30
予約制。むし歯予防等の相談・歯磨き
の仕方
◎…はじめて歯科相談（1歳児）
★…にこにこ歯科相談（2歳児）

四谷 7㈮◎・28㈮★
東新宿 10㈪◎・17㈪★
落合 11㈫◎・18㈫★

もぐもぐ
ごっくん
歯科相談

牛込 13㈭
９：00～10：30 予約制。専門の歯科医師による食べ

方についての相談（乳幼児）東新宿 10㈪

育児相談

牛込 14㈮ ９：00～10：00 個別相談（おおむね1歳までの乳幼児）
四谷   6㈭ ９：00～11：00 さくらんぼくらぶ（個別相談）

東新宿 21㈮ ９：00～10：00
個別相談（おおむね1歳までの乳幼児）

落合 1９㈬ 13：00～14：30
すこやか子ど
も発達相談 牛込 25㈫ 13：40～16：20 予約制。小児専門医による発達相談

育児
（双子の会） 落合 18㈫ 13：30～15：00 予約制。子育ての情報交換・交流会

はじめまして
赤ちゃん
応援教室

（産婦クラス）

牛込 28㈮

13：15～14：15
15：00～16：00

予約制。グループでのミニ講話、情報
交換（おおむね4か月までのお子さん
を育てているお母さんと赤ちゃん）

四谷   6㈭
東新宿 20㈭
落合 26㈬

離乳食相談

牛込 18㈫

９：00～10：30 予約制。栄養士による個別相談
四谷 27㈭

東新宿 17㈪
落合 28㈮

事業名 担当 日 時間 内容

女性の健康
専門相談

女性の
健康支援
センター
（四谷）

15㈯
産婦人科系全般 14：00～16：00

予約制。女性の婦人科医などによる思
春期から更年期の女性のからだや婦
人科系の症状等についての個別相談25㈫

更年期専門

精神保健相談

牛込 11㈫ 14：15～16：30

予約制。精神科医師による思春期か
ら高齢期（認知症を含む）までの「こ
ころ」の相談

四谷 21㈮ 14：00～16：15

東新宿 27㈭
依存症専門 13：15～15：30

落合 20㈭ 14：00～16：15
うつ専門相談 東新宿 12㈬ 13：15～15：30 予約制。精神科医師による個別相談

訪問指導

牛込 10㈪

13：30～15：30

予約制。理学療法士・作業療法士の自
宅訪問による実技指導、リハビリ等
のアドバイス
※管理栄養士・歯科衛生士の訪問指
導（栄養・歯科のアドバイス・実技指
導）は随時実施（予約制）

四谷 14㈮
東新宿 12㈬・31㈪
落合 11㈫・21㈮

東京都医療機関案内ひまわり
☎（５２７２）0３0３（２４時間）
㋫（５２８５）８0８0
㋭http://www.himawari .

metro.tokyo.jp/

新宿区医師会区民健康センター
新宿７―２６―４ ☎（３２0８）２２２３

【診療時間】受け付けは終了時間の30分前まで
▶土曜日…午後5時～10時（内科）
▶日曜日、祝日…午前９時～午後10時（内科）
　　　　　　　 午前９時～午後5時（小児科）
※受診前に電話でお問い合わせください。

土曜日夜間や日曜日・祝日に急病になったら

　掲載行事は区の主催ではありません。
日時・会場は予定です。各主催者に内容
をよくご確認の上、参加してください。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3
階）☎（5273）4064・㋫（5272）5500へ。

★サークル紹介・会員募集★
□女声ボイストレーニング・カラオケ
毎月第１～第４木曜日午前９時３0分～

午後0時３0分、東五軒町地域交流館で。
毎月第１～第３木曜日は講師の指導あ
り、第４木曜日は自主練習。㋓月３，000
円。㋣さつき会・本堂☎0８0（５５３４）
３２８３
□鎌倉彫・版画　月２回土曜日午後１時
～４時３0分、四谷保健センター等複合
施設で。㋓入会金３，000円・月３，000円。
㋣午後５時以降に真彫会・今井☎（３３５３）
３５２７

区民のひろば
費用・ 問合せ

予防接種を受けましょう



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 2351号　令和3年（2021年）4月5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

　３月１７日の区議会定例会で副区
長選任の同意を得て、４月１日付け
で寺田好孝副区長が再任しました。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎３
階 ）☎（５２７３）３５０５・ ㋫（３２０９）
９９４７へ。

副区長が
再任しました

４月のレシピ

カブのキムチ炒め
野菜に首ったけ！

毎月8日はしんじゅく野菜の日

る区民の方は、約１割しかいないことが分
かっています。
　毎月８日の「しんじゅく野菜の日」にちな
み、広報新宿では毎月５日号で野菜がたく
さんとれるレシピを紹介しています。
【問合せ】健康づくり課健康づくり推進係（新
宿５―１８―１４、新宿北西ビル４階）☎（５２７３）
３０４７・㋫（５２７３）３９３０へ。

　生活習慣病予防のため
に、１日に必要な野菜の
量は３５０ｇ（小皿５皿分）
です。区の調査では、１日
に必要な摂取量である５
皿以上の野菜を食べてい

▶カブ�������� 2個
▶カブの茎または葉� 100ｇ
▶豚バラ肉����� 100ｇ
▶ごま油������� 適量
▶酒������� 小さじ1
▶砂糖������ 小さじ1
▶しょうゆ���� 大さじ1
▶キムチ������ 100ｇ
▶白いりごま����� 適量

A

材料（2人分）

　カブを使ったレシピを紹介します。
　春のカブはやわらかく、さっと炒め
るだけで簡単にできます。茎や葉の部
分も利用することで野菜の量を増やす
ことができます。

❶ カブは1cmの厚さのくし形に、茎や葉は
3cmの長さ、豚バラ肉はひと口大に切る。
❷ フライパンにごま油をひき、①の豚バ
ラ肉を炒めて火が通ったら、カブ、茎や葉
を加えさっと炒める。
❸ Ａで調味し、キムチを加え、炒め合わ
せて白いりごまをかける。

作り方

1日に必要な
野菜は350ｇ

【対象】給与等の支払いを受
けている国民健康保険・後期
高齢者医療制度の被保険者
で、新型コロナに感染した、
または発熱等の症状があり
感染が疑われるため、働くこ
とができず、給与等の支払い
の全部または一部を受ける
ことができなくなった方

対象

【申請方法】所定の申請書等を下記問い合わせ先へ郵
送してください。
※申請書等は新宿区ホームページから取り出せるほ
か、下記問い合わせ先でも配布しています。
【問合せ】医療保険年金課国保給付係（〒１６０-８４８４歌
舞伎町１―４―１、本庁舎４階）☎（５２７３）４１４９・㋫（３２０９）
１４３６へ。

国民健康保険に加入している方
【申請方法】所定の申請書等を郵送で東京都後期高齢者医療広
域連合保険課給付係（〒１０２-００７２千代田区飯田橋３―５―１、東
京区政会館１６階）へ。申請書等は同連合ホームページ（㋭http://
www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/kyufu/１００１３５１.html）から取り出
せるほか、区高齢者医療担当課（本庁舎４階）でも配布しています。
【問合せ】広域連合お問合せセンター☎０５７０（０８６）５１９（PHS・
IP電話の方は☎（３２２２）４４９６、いずれも土・日曜日、祝日等を除
く午前９時～午後５時）・㋫0570（086）075へ。

後期高齢者医療制度に加入している方

新型コロナ関連情報

　申請方法等詳しくは、新宿区ホームページでご案内しています。
【問合せ】産業振興課産業振興係▶①は☎（５２７３）３５５４・▶②④⑤は☎（３３４４）０７０１・
▶③は☎（３３４４）０７０２（いずれも㋫（３３４４）０２２１）へ。

■中小企業・個人事業主向けの支援事業 ご活用
ください

支給の適用期間を
6月30日まで延長

②おもてなし店舗支援
◆感染症拡大防止・新たに宅配やテイクアウト等を始める際にかか
る経費
● キャッシュレス導入・ポータルサイト登録など
　販売促進にかかる経費を補助対象に追加
【補助上限額】変更後 10万円　／　変更前 5万円
【申請期限】９月３０日㈭
◆多言語対応にかかる経費
【補助金額】経費の３分の２（上限１０万円）
【申請期限】８月３１日㈫

補助対象・上限額
拡充

　令和２年１月１日～３年６月３０日の間で、新型コロナの療養のため働くことができなかった期間（入院が継続す
る場合等は最長１年６か月間）の傷病手当金を支給します。下記対象の方は、申請前に各問い合わせ先に電話連
絡の上、申請してください。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。

新型コロナに感染した方等への傷病手当金の支給
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方へ

■

⑤�中小企業展示会等

出展支援補助金（前期分）

● 展示会への出展小間料・小間装飾費・
　オンラインコンテンツ作成費を補助
【補助金額】経費の３分の２
※上限額は、▶国内開催…３０万円、▶海
外開催…４０万円
【申請期限】９月３０日㈭

継続
④専門家活用支援

● 補助上限額に達するまで複数回申請できます
▶今後に向けた販促計画をはじめとする事業計画策定等の
ための専門家による相談料・コンサルティング経費
▶各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援
等を受けた際の経費（１件に付き２４，０００円まで）
【補助上限額】１０万円
【申請期限】令和４年３月３１日㈭

継続
③商工業緊急資金

　　（特例）

● 利子・保証料全額補助の
　緊急融資のあっせん
【貸付限度額】５００万円
【貸付期間】５年以内（据え置き期間は６か
月以内）
【申請期限】令和４年３月３１日㈭

継続

①店舗等家賃減額助成
● ４月から事業を拡充
　店舗等のオーナー（中小企業者・個人事業主）が、新型コロナの影響で売り
上げが減少しているテナントに対して減額した家賃の一部を助成します。

【助成額】
変更後　減額した金額の４分の3

（1物件、1か月当たり上限75,000円）
変更前　減額した金額の2分の1

（1物件、1か月当たり上限50,000円）

【オーナー要件】
変更後　中小企業者・個人事業主
変更前　小規模事業者・個人事業主

【テナント数】
変更後　テナント数の上限を撤廃
変更前　1オーナー当たり月5物件まで
【対象家賃月】令和３年４月分～９月分
【申請期限】１０月３１日㈰

要件・助成額
拡充
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