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都内在住の
70歳以上
の方対象

令和3年（2021年）8月25日発行

…イベント

…講座

更新期間は9月30日まで

東京都シルバーパスの
一斉更新

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

令和3年（2021年）8月25日発行

認知症高齢者グループホーム
整備・運営事業者を募集

新 宿 NPO活 動 基 礎 講 座
（ オン ライン ）

【問合せ】東京バス協会
（シルバーパス専用電話）☎（5308）
6950（土・日曜日、
祝日を除く午前9時〜午後5時）へ。

区内の事業用地で整備・運営する事業者を公募し
ます。
現在シルバーパスをお持ちの方に、
8月中旬に東京バス協会から「更新申込書」
応募資格、整備費補助制度等詳しくは、公募要項で
を発送しました。
更新方法等詳しくは、同封のご案内をご覧ください。
ご案内しています。
【対象】
都営バス、
都営地下鉄、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーと都内の民営バス 【整備規模】2事業所（2ユニットまたは3ユニット）
【費用】▶⑴令和3年度の住民税が課税の方…20 510円
【応募資格】法人格があり介護保険サービス事業の運
▶⑵3年度の住民税が非課税の方…1 000円
営実績があることほか
▶⑶3年度の住民税が課税で令和2年1月〜12月の合計所得金額が135万円以下の 【整備補助金】区の整備費補助制度で、
費用の一部を助成
方…1 000円
※整備年度や内容により交付額が異なります
（交付されない場合もあり）
。
▶⑷平成17年度の住民税が非課税で、令和2年度まで途切れることなく継続して 【選定方法】公募型プロポーザル方式
毎年の経過措置により1 000円でシルバーパスの発行を受けている方…1 000円
【申込み】事前に電話予約の上、必要書類を介護保険課
【更新方法】
推進係（本庁舎2階）☎（5273）
4212へお持ちください。
◆費用が昨年と同じ方…納付書での支払いが確認され次第、郵送でシルバーパス
公募要項・応募書類等は新宿区ホームページから取り
が送られます（窓口での更新不可）
出せます。
◆費用が昨年と変わった方…同封のご案内に記載されている自身が該当する必
※令和3年度中随時応募を受け付けますが、整備・運営
要書類をお持ちの上、シルバーパス購入窓口へ。
事業者が決定した段階で募集を締め切ります。
※今年度、
区役所・特別出張所の臨時窓口の設置はありません。

区内の特殊詐欺被害
認知件数
（7月）

詐欺被害防止
一言アドバイス
「ATMで手続きができる」
は詐欺です！

特殊詐欺の主な種類
件数
オレオレ詐欺
3件
預貯金詐欺
1件
還付金詐欺
5件
キャッシュカード詐欺盗
1件
その他（融資保証）
1件
合計
11件

※区危機管理課調べ

区内全域で、
特殊詐欺の電話が頻繁にかかってきています。区職員等をかた
った人物がATMでの操作を指示しお金をだまし取ります。
● 区役所からATMでの操作を指示することは絶対にありません
● 各種手続きは、
書類で行います。個人に対し、お金の返金手続きのご案内を
電話ですることはありません
● 少しでも不審に感じたら、
まず区や警察に確認しましょう
【 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へ。

私立幼稚園
見学会・説明会
幼稚園名
牛込成城幼稚園
（原町3―87）
☎
（3341）5058

見学会日程

説明会日程

グリーンヒル八ヶ岳

【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。
※新型コロナの影響により、
今後施設の利用を制限する場合があります。
◎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】9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。
9月20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。
※年末年始
（12月28日㈫〜令和4年1月5日
㈬）
を含む日程の抽選申し込みは、
2部屋ま
でです
（3部屋以上の申し込みは無効）
。
◎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）
」
、

見学会日程

説明会日程

事前登録・予約制
（予約は9月1日㈬午後2時か
伸びる会幼稚園
10月13日・20日・27日 の 水 曜 9月29日㈬午後1時30
。予約には入園案内状
（園のホームページか
（上落合2―25―19） ら）
日午後1時30分〜2時
（予約制） 分から
（予約制）
ら請求）が必要です。
☎（3361）5020

下落合みどり幼稚園
9月15日㈬・17日㈮・22日㈬
（中落合4―3―1）
午前10時〜11時
（予約制）
☎
（3953）6112

9月9日 ㈭ 午 後2時30
分〜3時30分

9月6日 ㈪ の 週 か
目白ケ丘幼稚園
ら開催
（ 予 約 制。
8
動画配信（予約制）
（下落合2―15―11）
月30日㈪午前10時
☎（3951）2115
から電話受け付け）

目白平和幼稚園
個別見学を実施
（下落合3―14―25）
9月22日㈬、
10月20日㈬午後2時〜3時30分
（予約制。
見学 ☎（3954）0448 （予約制）
会と説明会を同時開催。
園のホームページから申し込み）

豊多摩幼稚園
9月6日㈪の週から開催
（西落合4―8―18）
（予約制）
☎
（3951）
5982

9 月 3 日に
発送 します

幼稚園名

予約制

四谷新生幼稚園
（四谷1―14）
☎
（3357）
7036

乳幼児医療証・子ども医療証

9月30日㈭までに届かない場合はご連
絡ください。
【子ども医療費助成の対象】義務教育修了
前（15歳に達した日以後の最初の3月31
日）まで。
未就学児は
「乳幼児医療証」、小・
中学生は
「子ども医療証」です。
【有効期間】
10月1日㈮〜令和4年9月30日
㈮
（または15歳
（乳幼児医療証は6歳）
に達
した日以後の最初の3月31日まで）

NPOのための会計講座
〜会計の仕組みから決算まで
ウェブ会議ツール
「Zoom」を利用し
た講座です（通信費等は申込者負担）。
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。
【日時・内容】▶①9月17日㈮…NPO会
計の仕組み、▶②9月21日㈫…バラン
ス シ ー ト、▶ ③9月24日 ㈮ … 決 算、
▶④9月28日㈫…NPOの決算書、いず
れも午後6時45分〜8時45分
（4回連続
での受講がお勧め）
【対象】NPO法人で会計を担当してい
る方ほか
【費用】
4 000円
（各回1 000円、
資料代等）
●

区民保養施設の利用申し込み

令和4年4月の入園に向けて、見学会・説明会が開催されます
（下表のとおり）。詳しくは、
各園へお問い合わせください。
日程等は、
各園のホームページでもご案内しています。
【区の担当課】
学校運営課幼稚園係
（第1分庁舎4階）
☎
（5273）
3103

おおや幼稚園
見学会は予約制。
説明会は実施しません。
（高田馬場2―8―18）
9月15日㈬に体験入園を実施します
（予約制）。
☎
（3200）7506

戸山幼稚園
（戸山2―7―2）
☎
（3203）6834

12月1日～
1月5日宿泊分

【申込み】
8月27日㈮から電話かファッ
クス・電子メール
（3面記入例のとおり
記入）で新宿NPO協働推進センター
☎（5386）1315・ ㋫（5386）1318・
㋱hiroba@s-nponet.netへ。

9月18日㈯午前10時〜11時
30分・午後1時〜2時30分
（予
約制。
9月1日㈬午前10時から。
月〜金曜日午前10時〜午後4
時に電話受け付け）

午前9時〜11時に 9月8日㈬午後1時30分から
随時開催（予約制）（予約制）

新しい医療証は「淡いオレンジ色」です

【助成内容】健康保険適用後の医療費自己負担
分と食事療養標準負担額
※乳幼児・子ども医療証を使用できず、
医療機関
等の窓口で保険診療費の自己負担分を支払った
場合は、
領収書
（原本）
を添えて、
受診日の翌日か
ら起算して5年以内に担当課または各特別出張
▲乳幼児医療証 ▲子ども医療証
所で助成申請してください（郵送で申請可）。
【問合せ】子ども家庭課子ども医療・手当係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎
2階）
☎（5273）4546へ。

市 民 と NPO の 交 流 サ ロ ン
（ オン ライン ）

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…9月21
日㈫、▶一般予約…10月1日㈮
【12月の休館日】
6日㈪〜9日㈭
◎箱根つつじ荘からのお知らせ
工事のため9月1日㈬〜令和4年3月31
日㈭まで全館休館します。
【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

ウェブ会議ツール｢Zoom｣を利用し
た講座です。新宿NPO協 働 推 進 セ ン
ターホームページ（㋭https://snponet.
net）
から申し込めます。
【日時】
9月9日㈭午後6時45分〜8時45
分
【内容】
「生まれ育った環境によって“子
どもの権利”が保障されない子どもたち
をゼロに!」
を目標に活動する認定NPO
法人3keys
（スリーキーズ）
の活動紹介
【問合せ】
新宿NPOネットワーク協議会
事務局☎
（5206）
6527へ。

江戸川小（水道町1―28）
☎（3266）1602
市谷小（市谷山伏町1―3）
☎（3266）1603
愛日小（北町26）
☎（3266）1604
早稲田小（早稲田南町25）
☎（3205）9501
鶴巻小（早稲田鶴巻町140）
☎（3205）9502
牛込仲之小
（市谷仲之町4―33）
☎（3358）3762
富久小（富久町7―24）
☎（3358）3763
余丁町小（若松町13―1）
☎（3205）9503
東戸山小（戸山2―34―2）
☎（3205）9504
四谷小（四谷2―6）
☎（5369）3776
四谷第六小（大京町30）
☎（3358）3767
花園小（新宿1―22―1）
☎（3353）8276
大久保小（大久保1―1―21）
☎（3205）9506
天神小（新宿6―14―2）
☎（3358）3769

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。

【対象区域】特別区
（千代田・中央・港を
除く）
【対象】対象区域内に在住の方、計画案
に利害関係のある方
（1人10分まで）
【申込み】公述申出書を9月1日㈬〜15
日㈬に郵送
（必着）
で東京都都市整備局
都市計画課
（〒163-8001西新宿2―8
―1）☎（5388）
3336へ。公述申出書は
上記期間中、
同課・区防災都市づくり課
（本庁舎8階）で配布するほか、東京都
ホームページ
（㋭https://www.toshiseibi.
metro.tokyo.lg.jp/keikaku/seido̲5.
htm）
から取り出せます。

【対象計画案】
防災街区整備方針

◀区立小学校一覧
（各校ホームペー
ジへリンク）。事前
にご確認ください

【区の担当課】学校運営課学校運営支援係
（第1分庁舎
4階）
☎（5273）3089
小学校名
津久戸小（津久戸町2―2）
☎（3266）1601

YouTubeで動画
（90分程度）を配信
し ま す（ 通 信 費 等 は 申 込 者 負 担 ）。申
込者に動画サイトのURLをお送りし
ます。
【配信期間】
9月24日㈮〜30日㈭
【対象】YouTube動画を視聴できる機
器をお持ちの区内在住・在勤・在学の方
【内容】家事が楽になる仕組みの作り
方、す ぐ に 使 え る 家 事 の テ ク ニ ッ ク
ほか
【申込み】8月27日㈮〜9月28日㈫に新
宿区ホームページから申し込めます。
【問合せ】男女共同参画推進センター
（ウィズ新宿）
☎
（3341）
0801へ。

都市計画原案への公述申し出

令和4年4月に入学する
新1年生と保護者の皆さんへ

区立小学校
学校説明会

講座「ゆとりを生む、時短家事
テ クニ ッ ク」 （ オ ンラ イ ン）

9月18日㈯
午前10時35分〜11時20分
9月18日㈯
午前11時〜11時45分（予約制）
9月9日㈭
午後2時〜2時30分
11月20日㈯
午前9時25分〜10時10分
9月17日㈮
午後2時10分〜2時40分
9月18日㈯
午前10時30分〜11時
11月13日㈯
午前11時〜11時30分（予約制）
9月29日㈬
午前10時45分〜11時15分
9月25日㈯
午前10時30分〜11時

講座・催し等の
申し込み

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

日時は下表のとおりです。日時等、最新の情報は各学校のホーム
ページでご確認ください。
授業の様子をご覧になりたい方は、
学校公
開の日時を各学校へお問い合わせください。
※予約制の学校説明会に参加を希望する方は、電話で各学校へ予
約してください。その他の学校説明会に参加を希望する方は当日
直接、各学校へおいでください。
※令和4年4月に入学する新1年生には、学校の特色
等をまとめた冊子を8月17日に郵送しました。

学校説明会日時
9月18日㈯
午前9時30分〜10時15分
2学期の開催はありません
（6月に開催した学校説明会の資料を
ホームページに掲載中）
2学期の開催はありません

はがき・ファックス等の記入例

小学校名

戸山小（百人町2―1―38）
☎（3205）9507

学校説明会日時

10月23日㈯
午前10時30分〜11時

戸塚第一小
（西早稲田3―10―12） 11月6日㈯
☎（3205）9508
午前10時〜10時45分
（予約制）
戸塚第二小
（高田馬場1―25―21） 11月20日㈯
☎（3205）9509
午前9時30分〜10時10分
戸塚第三小
（高田馬場3―18―21） 9月11日㈯
☎（3227）2101
午前10時30分〜11時

落合第一小（中落合2―13―27） 10月23日㈯
☎（3565）0940
午前9時40分〜10時30分
（予約制）

落合第二小（上落合2―10―23） 11月20日㈯
☎（3227）2102
午前10時40分〜11時25分
（予約制）
落合第三小（西落合1―12―20） 11月15日㈪
☎（3565）0941
午前10時〜10時30分
落合第四小（下落合2―9―34）
☎（3565）0942
落合第五小（上落合3―1―6）
☎（3227）2103

10月22日㈮
午前10時30分〜11時
（予約制）

9月18日㈯
午前9時20分〜10時05分
（予約制）

落合第六小（西落合4―11―21） 10月9日㈯
☎（3565）0943
午前11時20分〜11時50分
（予約制）
淀橋第四小（北新宿3―17―1）
☎（3227）2105

9月25日㈯
午後1時30分〜2時30分

西新宿小（西新宿4―35―5）
☎（3373）6031

9月11日㈯
正午〜午後0時30分

2学期の開催はありません

柏木小（北新宿2―11―1）
☎（3227）2104

10月20日㈬
午後2時30分〜3時（予約制）
9月7日㈫
午前10時30分〜11時（予約制）

西戸山小（百人町4―2―1）
☎（3227）2107

11月 6日㈯
午前9時〜9時45分

11月19日㈮
午前10時〜10時30分

ご参加ください

第 2365号（3）

NPO 主催 の 催し

区では、
「協働推進基金」
を活用し、
団体が単独で実施する社会貢献事業に助成していま
す。
詳しくは、
新宿区ホームページでご案内しています。
今回は、
今年度助成が決定した
助成事業
（団体）
の催しの一部を紹介します。
詳しくは、
各団体へお問い合わせください。
【問合せ】
地域コミュニティ課管理係
（本庁舎1階）
☎
（5273）
3872へ。
● 令和3年度の一般事業助成
◆
「介護の日本語」
教室
（オンライン）
◆外国人をはじめとした高校未就学者
【日時】9月2日㈭・9日㈭・16日㈭、10月
支援事業進路相談会
（オンライン）
7日㈭・14日㈭・21日㈭午後7時〜9時
【日時】
9月24日㈮午後3時〜5時
【対象】
区内在住または区内で介護職に
【対象】
区内在住の方、
10名
就く外国籍の方
【内容】
不登校、
高校転校等の相談・学習支援
【費用】
500円（資料代等）
【申込み】
8月27日㈮〜9月23日㈷にフ
【申込み】電子メールに3面記入例のほ
ァックス・電子メールに3面記入例のほ
か、年齢・施設名
（在勤の方の場合）を
か、
年齢とファックスの方はファックス
記 入 し、
Global Healthcare Hub
（グ
番 号 を 記 入 し、高 卒 支 援 会 ☎
（5937）
ロ ー バ ル ヘ ル ス ケ ア ハ ブ ）☎080
0513・㋫
（5937）
0617・㋱info@kousotsu.
（8012）0604・ ㋱jimukyoku@ghh.jp
jpへ。
先着順。
へ。
◆寄附を通して
「社会貢献」
しませんか

▶協働推進基金キャラクター
寄附金の額に制限はなく、寄附をしたいNPO活動の分野を希望できます。
詳しくは、地域コミュニティ課管理係へお問い合わせください。協働推進基
が受けられます。
金にご協力いただくと、
税制上の優遇措置
（寄附金控除）

9月上旬〜
令和4年2月下旬実施

建築物の外壁等点検調査にご協力を

調査結果は、損傷が見られた建築物の所有者または管理者へ通知
します。
【対象】高田馬場駅周辺
（高田馬場1・3・4丁目）と新宿2・3丁目の建築
物の一部、
過年度に調査し損傷が見られた建築物の一部
【調査方法】
区が委託した事業者の調査員
（区が発行した身分証明書を携帯）
による
外壁等の目視調査、
写真撮影ほか
※居住者やテナント等に聞き取りを行う場合もあります。
【問合せ】
建築調整課
（本庁舎8階）
☎
（5273）3107へ。

行政評価
（内部評価）
実施結果をお知らせします
結果は、企画政策課・区政情報センター
（本庁舎1階）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】
企画政策課
（本庁舎3階）
☎
（5273）3502へ。

◆令和3年度の評価内容

①総合計画の3つの個別施策についての評価
②令和2年度に実施した第一次実行計画の115事業（枝事業を含む事業数172事業）に
ついての評価
③経常事業56事業の取組状況

がんばろう! 新宿応援キャンペーン 第1弾

キャッシュレスで最大25％戻ってくる （総額6億円相当）
「auPAY」
「d払い」
「PayPay」
「楽天ペイ」
のご利用で
お得にお買い物

9月1日㈬～30日㈭

【キャンペーン期間】
【還元率】最大

25％

【対象店舗】区内の「auPAY」
「d払い」
「PayPay」
「楽天ペイ」を取り扱う中小規模の店舗
（大手チ
ェーン店、コンビニエンスストアなど一部対象
外の店舗あり）
【付与上限】各 決 済 事 業 者 ご と1回 の 決 済 で
3 000円相当。
期間中最大10 000円相当
▲対象店舗には、本キャンペーン
※詳しくは、
各決済事業者のホームページ
（新宿区
のステッカー
（図）
等を掲出します
ホームページからリンク）
で確認できます。
※本キャンペーンは予算に達し次第、
早期に終了する場合があります。
【問合せ】
▶同キャンペーン事務局☎
（6837）
1453
▶auPAY問合せ窓口☎0077
（7）
111
（利用者向け）
・☎0120
（977）
352
（事業者向け）
▶d払い問合せ窓口☎0120
（114）
331
▶PayPay問合せ窓口☎0120
（990）
634
（利用者向け）
・☎0120
（990）
640
（事業者向け）
※楽天ペイについて詳しくは、楽天ペイホームページ
（㋭https://pay.rakuten.
co.jp/
（利用者向け）
・㋭https://pay.rakuten.co.jp/business/
（事業者向け）
）で
ご案内しています。
▶産業振興課産業振興係☎
（3344）
0701へ。
※各キャッシュレスの利用には、
個人情報の登録・各社の利用規約の同意が必要です。

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

