
（2）第 2357号 …イベント …講座 令和3年（2021年）6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

子どもの自立を支える

家族の会「紬
つむぎ

の会」

子どもの自立に悩
む家族が集い、困り
ごとや不安を語り合
い、よりよい今後を
考えるための家族会
です。臨床心理士がサポートします。
【日時】6月21日㈪午前10時30分～12時
【対象】区内在住で社会的自立に課題
を抱えるおおむね15歳～39歳のお子
さんがいる方、8名
【内容】家族の関係性、親子のコミュニ
ケーションほか
【会場・申込み】6月7日㈪から電話または
直接、区勤労者・仕事支援センター（新宿
7―3―29、新宿ここ・から広場内）
☎（3200）3311へ。先着順。

中小企業で働く方向けＷｅｂ

通信式実務講座（オンライン） 

● LEC東京リーガルマインド提携
【受講科目・費用】いずれか
1科目を選択して受講でき
ます（費用はいずれもテキ
スト代を含む）。

▶①3級FP合格パック…6,000円
▶②2級FP・AFP対策パック…46,000円
▶③簿記3級パーフェクトパック…
7,000円
▶④簿記2級パーフェクトパック…
30,000円
※詳しくは、「ぱる新宿」ホームページ
（ ㋭https://www.pal-shinjuku.jp）で
ご案内しています。
【対象】区内在住で中小企業に勤めてい
る方、区内の中小企業に勤めている方、
各講座20名
【申込み】はがきかファックス（5面記
入例のほか勤務先の名称・所在地・電話
番号・希望する受講科目（①～④の別）
を記入）で、6月25日（必着）までにぱる
新宿（〒160―0022新宿7―3―29、区
勤労者・仕事支援センター勤労者サー
ビ ス 課 ）☎（3208）2311・㋫（3208）
3100へ。はがき・ファックスは1人に
付き1枚。応募者多数の場合は抽選し、
当選者には7月6日㈫までに受講案内
を発送します。

リサイクル講座 

●古布からアームカバーと
　シュシュ作り
【日時】7月6日㈫午後1
時～4時
【対象】区内在住・在勤の

方、8名
【費用】200円（材料費等）
【持ち物】約50㎝×50㎝の木綿地の布
2枚、横50㎝×縦12㎝のポリエステ
ル地か木綿地の布1枚、筆記用具、ゴ
ム通し、裁縫道具
【共催】新宿環境リサイクル活動の会
【会場・申込み】往復はがきに5面記入例
のとおり記入し、6月18日（必着）までに
新宿リサイクル活動センター（〒169―
0075高田馬場4―10―2）☎（5330）5374
（月曜日休館）へ。応募者多数の場合は抽
選。

基礎から学ぶ寄せ植え講座 

●涼を感じる
　和花の寄せ植え
【日時】7月9日㈮午
前10時～11時30分・
午後1時30分～3時
（いずれも同じ内
容）
【講師】星野学（テクノ・ホルティ園芸専
門学校講師）
【費用】2,000円（材料費。苗の追加を希
望する場合は2,500円）
【持ち物】筆記用具、手袋、エプロン、持
ち帰り用の袋
【会場・申込み】往復はがきに5面記入
例のほか希望時間（午前・午後の別）、材

料の追加希望の有無を記入し、6月22
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20名。応募者多数の場合は抽選。定
員に空きがある場合、締め切り後も受
け付けます。

伝統文化でＧＯ！ 

●大人も楽しめる折り紙
【日時・定員】7月18日㈰午後1時～3時
（20名）
【内容】身近な折り紙で季節を感じる
作品作り（講師は水上晴美／日本折紙
協会認定折紙講師）
【費用】500円（材料費等）
【会場・申込み】往復はがき・電子メー
ルで5面記入例のとおり記入し、6月
25日（必着）までに区民ギャラリー
（〒160-0023西新宿2―11―4、新宿
中 央 公 園 内 ）☎（3348）6277・
㋱info@shinjuku-ecocenter.jp（第4
月曜日休館）へ。同ギャラリーホーム
ペ ー ジ（ ㋭https://www.shinjuku-
ecocenter .
jp/）からも申
し込めます。
応募者多数の
場合は抽選。

　区内のみどりの状況を把握するため、5年ごとに調査を実施しています。
9回目の調査は、令和2年6月～3年2月に、航空写真の解析と現地調査により実施
しました。調査報告書は、区政情報センター（本庁舎1階）・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】みどり公園課みどりの係（本庁舎7階）☎（5273）3924へ。

●緑被率
　上空から見たときの樹木・樹林、草
地、屋上緑地に覆われている土地の面
積比率のことで、みどりの豊かさを示
す指標の1つです。今回の緑被率は
17.98％で、前回よりも約0.5ポイント
増加しています。開発事業等による新
たな緑地等が整備されたことが主な要
因です。10年間で緑被率を1％アップす
るというみどりの基本計画の目標値に
この5年間で着実に近づいています。

新宿区みどりの実態調査（第９次）の調査結果

●樹木
　街路樹と新宿御苑・明治神宮外苑を除く直径30㎝以上の樹木を調査しました。
樹木は14,489本、樹種は約130種類で、本数が多い順にサクラ、ケヤキ、スダジイ
となっています。
●屋上緑地・壁面緑化
　建築物等の屋上や壁面の緑化は、都市の緑化
手法の一つとして、みどり豊かで快適な美しい
まちづくりに貢献しています。屋上緑地は3,178
か所、面積は12.2ヘクタール（ha)と、調査開始以
降増え続けています。壁面緑化については、公共
施設では増加しているものの、個人住宅で減少
し、788か所、2.6ヘクタール（ha)となりました。

●接道緑化・街路樹
　道路沿いにある生垣・植込み等
の接道緑化は、緑化計画書制度に
よる緑化指導等もあり、118.3㎞で
12.4㎞増加しました。街路樹は、区
道で増加しましたが、都道・国道で
は危険樹木の整理や街路整備等か
ら減少し、11,302本となりました。

【区内のみどりの状況】
調査項目 令和2年度(第9次) 平成27年度(第8次) 増減（▲は減）

緑 被 面 積 328.16 ha 319.14 ha 9.02 ha
樹木・樹林 277.67 ha 275.31 ha 2.35 ha
草地 38.28 ha 34.77 ha 3.51 ha
屋上緑地 12.21 ha 9.06 ha 3.15 ha

樹木 14,489 本 14,656 本 ▲ 167 本
街路樹 11,302 本 12,011 本 ▲ 709 本
接道緑化 118.3 ㎞ 105.9 ㎞ 12.4 ㎞
壁面緑化 2.6 ha 2.9 ha ▲  0.3 ha
※面積は地形図データの図形面積です。
※緑被面積は端数処理のため、集計値が表中の合計と合わない場合があります。

【区の面積の構成比】

※面積は地形図データの図形面積です。
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調査結果の概要
①浸水区域・避難経路の確認

　洪水ハザードマップ（右図）を、浸水
が予想される区域や避難経路などの確
認にご活用ください。マップは、危機管
理課・道路課・環境対策課（本庁舎7
階）・建築指導課（本庁舎8階）・特別出
張所で配布しているほか、新宿区ホー
ムページでご覧いただけます。

②災害情報の入手

　区立公園等に設置した防災スピーカーから、避難指
示などを放送します。放送内容は、専用電話番号
☎（3205）1011で聞くことができます。また、区防災気
象情報メールでは、区内の地域に特化した気象情報等
をメールで受け取ることができます。登録は下記電子
メールアドレスに空メールをお送りください。右図二
次元コードからも送信できます。
【登録用電子メールアドレス】㋱t-shinjuku@sg-p.jp

スマートフォン用

フィーチャーフォン用

大雨・水害に備えましょう

【問合せ】▶①②…危機管理課危機管理係（本庁舎4階）☎（5273）4592、▶③④⑤
…道路課計画係（本庁舎7階）☎（5273）3525へ。

③緊急時に利用できる「土のう」を配布しています

　明治通りの東側にお住まいの方は東部工事事務所（市谷仲
之町2―42）☎（5361）2454、西側にお住まいの方は西部工事
事務所（下落合1―9―8）☎（3364）2422へ連絡の上、取りにおいでください。
※管理会社等が建物を管理している場合は、配布できないことがあります。
※配布した土のうは受け取った方が処分してください。

④雨水ますの清掃にご協力を

　雨水ますのふたにごみや落ち葉が詰まり、雨水が流れにくくなることがあり
ます。区職員による巡回も行いますが、雨水ます付近の清掃にご協力ください。

⑤河川の警報サイレンで洪水の危険をお知らせします

　区内24か所に、警報サイレンを設置しています。河川の水位が警戒水位に達
するとサイレンが鳴ります。

緑被地
17.98%（328.16ha)
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