（2）第 2360号

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

住まいの耐震 塀の耐震 これであなたも 一安心

区の助成制度の活用を
木造住宅等の耐震化への助成

★耐震診断と補強設計を
併せて行う場合
区に登録した建築士が行う耐
震診断と補強設計の費用の一部
を助成します（▶診断…上限額
13万 円、▶ 設
計 … 上 限 額17
万円）。

◆耐震改修工事への助成
補強設計に基づいて耐震改修工事を行う
場合、
下表のとおり助成します。
区分
耐震改修工事

助成金額（※）

…講座

令和3年（2021年）7月5日発行

区では、
災害に強いまちづくりに向けて建物の耐震診断・補強設計や耐震改修工
事への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。
※工事等の契約は、
必ず助成金の交付決定後に行ってください。
【問合せ】防災都市づくり課
（本庁舎8階）
☎
（5273）
3829へ。

非木造建築物の耐震化への助成

【対象】昭和56年（1981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（住宅が過半を占めるもの）
◆耐震診断と補強設計への助成
★まず耐震診断だけを行う場合
区が派遣した建築士が詳細な
耐震診断を無料で行います。そ
の後、補強設計に進む場合、補強
設計の費用の一部を助成します
（上限額17万円）
。

…イベント

上限額

助成対象工事費の
300万円
4分の3

道路突出・無接道

助成対象工事費の
150万円
8分の3

簡易耐震改修工事

助成対象工事費の
150万円
5分の3

【対象】昭和56年（1981年）5月31日以前に着工した鉄骨造、鉄
筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
【助成内容】▶耐震アドバイザー派遣・簡易耐震診断（無料）、
▲防災都市づくり
▶耐震診断・補強設計への助成、▶耐震改修工事への助成
課・特別出張所等

ブロック塀等の除去への助成

で配布しています

【対象】道に沿って建てられた、高さ1 0m以上の安全性が確認できないコンク
リートブロック塀、万年塀、
大谷石塀ほか
【助成金額】40万円を限度に▶実際の除去工事費
（消費税除く）
、▶除去する助成
対象のブロック塀等の面積（㎡）
×面積当たりの単価
（※）
で算出した額のいずれ
かのうち低い方
※面積当たりの単価は▶万年塀…6000円／㎡、
▶ブロック塀・大谷石塀等…12000円／㎡

耐震ベッド設置への助成

【対象】昭和56年
（1981年）
5月31日以前に着工した耐震性のない木造2階建て以
下の住宅・店舗等併用住宅
（住宅が過半を占めるもの）
助成対象工事費の
75万円
道路突出・無接道
【助成金額】
実際の設置費
（消費税除く）
の10分の9
（上限額35万円）
10分の3
耐震ベッド
（右写真）
を展示します
※助成対象工事費は、
「 実際の耐震改修工事費（消
【日時】
7月12日㈪〜16日㈮午前9時〜午後5時
費税除く）」または「延べ面積×34 100円／㎡で算
【会場】区役所本庁舎1階ロビー
出した額」の低い方とします。
害者手帳をお持ちの方を優先で抽選
（定
員に余裕がある場合は家族の参加も可）
。

シルバー人材センターからのお知らせ
【問合せ】同センター
（新宿7―3―29、新宿ここ・から広場しごと棟）☎
（3209） 老い支度講座
3181・㋭https://webc.sjc.ne.jp/shinjuku/へ。
【日時】7月20日㈫午後2時〜4時
【対象】
区内在住・在勤・在学の方、
35名
（オ
◆ 新規会員を募集 し て い ま す
ンライン受講…25名、
会場受講…10名）
センターの会員になって、
家事援助や区役所・学校での事務補助などの仕事をし 【内容】老後の備えや社会貢献ほか
てみませんか。
区内在住の60歳以上で、
健康で就業意欲のある方を募集しています。 【会場・申込み】
7月13日
（必着）
までに電
● インターネットで入会申し込みができます
話かファックス・電子メール
（4面記入例
同センターホームページ（右図二次元コード。㋭https://www.
のとおり記入）で区成年後見センター
s22s.jp/ef/1332/flow）から30分程度の入会説明会の動画をご覧
（高田馬場1―17―20）☎
（5273）
4522・
いただくと、いつでも入会申し込み・個別面談予約ができます。後
㋫（5273）3082・ ㋱skc@shinjuku日、同センターで入会登録手続き・接遇研修・就業相談を行います。
shakyo.jpへ。
応募者多数の場合は抽選。
● 対面式入会説明会もあります
オンラインでも受講できます。詳しく
1時間程度の説明会を受講した後、入会申し込みを受け付けます。入会を申し は、
お問い合わせください。
込んだ方には、
後日接遇研修と就業相談を行います。
障害者福祉センターの講座
【対面式入会説明会日時】
▶7月15日㈭午前10時から、
▶7月16日㈮午後1時30分から
【会場・申込み】
電話で同センターへ。各回定員10名。
【日時・内容・定員】
▶①いきいき健康…8月2
日以降の毎週月曜日午前10時〜11時30分、
◆ 書道教室
全 世代の方が受講できます
全13回、
8名、
▶②軽体操…8月5日以降の毎
同センターの会員が講師を務めることで、
シルバー世代の就業機会を増やすととも 週木曜日午前10時〜11時30分、
全13回、
8名
に、
受講生には生きがいづくりのきっかけにしていただけるよう、
開講しています。 【費用】
1回100円
（減免制度あり）
【日時】
8月14日 ㈯・23日 ㈪、
9月13日 ㈪・27日 ㈪、
10月11日 ㈪・25日 ㈪、
11月8日 【会場・申込み】
7月16日㈮までに電話かフ
㈪・22日㈪午後1時30分〜3時30分（8月14日㈯のみ午後1時〜3時）、全8回
ァックス
（4面記入例のほか希望する講座
【対象】
区内在住・在勤で書道経験のある方
（①②の別）
、
障害名、
手帳の種類を記入）
ま
【内容】
千字文・百人一首・古典・古筆の臨書ほか
たは直接、同センター
（戸山1―22―2）
【費用】
8 000円
（途中入会の場合も同額）
☎
（3232）
3711
（日曜日、祝日等を除く）
・
【会場・申込み】
7月7日㈬から電話で同センターへ。先着15名。
㋫
（3232）
3344へ。
応募者多数の場合は障

はじめの一歩応援事業第１期生募集

若者の 「はたらきたい」 を応援します
初めての就職に自信が持てない、不安があるなどの若者の“は
たらきたい”を応援する就労準備プログラムです。

備品・施設整備㈱日本財託
助 成 金 助 成 団 体 を募 集
㈱日本財託からの寄附金を財源に、
区内の福祉施設・団体に備品整備・施設
整備等の経費を助成します。
【対象事業・助成限度額】
▶備品購入・備品修
繕…20万円、
▶施設整備・施設改修…70万円
【申込み】事前連絡の上、所定の申請書
等を7月20日
（必着）までに郵送で区社
会福祉協議会
（〒169-0075高田馬場1
―17―20）☎
（5273）
2941へ。要 項・申
請書は同協議会で配布しているほか、
同協議会ホームページ
（㋭http://www.
shinjuku-shakyo.jp/）
から取り出せます。

西 新 宿 シ ニ ア活 動 館 の 催 し
上手な間食・おやつの取り入れ方講座
【日時】
8月2日㈪午前10時〜11時50分
【対象】
区内在住の50歳以上、
14名
【内容】
栄養状態の改善・フレイル予防に
役立つ間食の取り入れ方
（講師は稲山
未来／東京都栄養士会管理栄養士）
【持ち物】
筆記用具・飲み物・タオル
【資料提供】
㈱ロッテ
【会場・申込み】
7月7日㈬〜27日㈫に電
話または直接、同館（西新宿4―8―35）
☎
（3377）
9380へ。
先着順。
●

新型コロナ経済対策

店舗等家賃減額助成の申請を受け付けています
店舗等の賃貸人が、
新型コロナの影響で売り上げが減少しているテナント事業者
の家賃を減額した場合に、
減額した家賃の一部を賃貸人に助成します
（下図）
。
助成
要件や必要書類等詳しくは、
新宿区ホームページ等でご案内しています。
【問合せ】産業振興課店舗等家賃減額助成担当
（〒160-0023西新宿6―8―2、
BIZ新宿4階）☎（5273）3554へ。

【日時・内容】▶8月19日㈭…講座
「組織 【対象】区内在住の義務教
の成り立ちから考える職場の人間関 育 修 了 後 か ら お お む ね
係」
、
▶8月23日㈪…講座
「職場で求めら 39歳までで、次の全てに
【対象】令 和3年4月1日 以 降、新
賃貸人
家賃を減額 賃借人
れるコミュ力とは」
、▶8月26日㈭…講 該当する方、5名
型コロナの影響で減収となって
中小企業者・
新型コロナの影
座
「実践!指示受けと報連相」
、
▶8月30日 ▶就職活動の準備をしたい、▶現在就
個人事業主
響による売上の
いる店舗等の家賃を賃借人に対
減少
㈪…講座
「レッツ就活―応募書類って何 労していない（週20時間以下は可）
し減額している店舗等の賃貸人
助成
申請
書くの?」
、▶9月2日㈭…講座
「レッツ就 【申込み】7月7日㈬から電話または直
新宿区 1物件に付き減額した家賃の一部を賃貸
活―面接練習で自己PR!」
、
いずれも午前 接、
勤労者・仕事支援センター若年者等 【助成対象月】令和3年4月〜9月
人に助成
10時〜12時
就労支援事業（新宿7―3―29、新宿こ の家賃のうち、最大6か月分
【助成額】区内の店舗等の家賃に 【申込み】
所定の申請書等を10月31日 ㈰
（消印有
※そのほか、職場見学や職場体験を予 こ・から広場内）☎（3200）3311へ。
効）
までに郵送で同課へ。
申請書等は同課・区政情
定しています。
※応募者に面談を行った上、受講者を ついて減額した金額の4分の3
※1つの物件に付き月75 000円 報センター
（本庁舎1階）
・特別出張所で配布して
【会場】区勤労者・仕事支援センター
（新 決定します。
を限度（物件数の上限なし）
いるほか、
新宿区ホームページから取り出せます。
宿7―3―29、
新宿ここ・から広場内）
ほか
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

