
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。

※本紙に記載の電話番号は市外局番（03）を省略しています。

★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3年（2021年） 第2371号

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・各施設にご確認ください。

福祉  3面 お知らせ  4・5・7面

▶東京都シルバーパスの発行
▶名誉区民の
柳家小三治さんが
逝去

▶令和2年度決算の概要

どなたでも気軽にご参加くださいどなたでも気軽にご参加ください今年はオンライン開催！

若者のつどい 2021

w
トークショー当日配信
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怪奇!YesどんぐりRPG怪奇!YesどんぐりRPG怪奇!YesどんぐりRPG怪奇!YesどんぐりRPG
ジュリアナの祟り

（a.k.a.エナツの祟り）

●新宿のイチオシ
　スポットを紹介
世界70カ国以上のオ

ンラインツアーを手掛
ける㈱エイチ・アイ・エス
の協力で紹介します。

新宿オンラインツアー

【案内人】ヴィヴィアン佐藤

●リアル脱出ゲームで有名なSCRAPが監修
　「新宿区若者のつどい2021」のサイト内に隠された謎
を解いてみませんか。回答は当日配信で発表します。

新宿謎解き

事前・事後配信12月20日㈪まで

配信 11月20日㈯午後１時～４時45分
一部事前・事後配信あり（12月20日㈪まで）

内容
新宿ゆかりのゲストによるトーク・
ライブパフォーマンスが楽しめる!

MC ギュウゾウ
（電撃ネットワーク）

MC
MCアシスタント
寺嶋 由芙

ライブパフォーマンス

お笑い音楽

東京2020オリンピック
陸上女子1500m出場

卜部 蘭
「新宿区出身ランナーが振り返る
東京2020オリンピック出場と
新宿の思い出」

㈱文明堂東京
代表取締役社長
宮﨑 進司

 「30歳でお婿さん社長になった
老舗社長の奮闘と地域貢献」

つながろう新宿！
心のキョリ0ｍ

ゼロメートル

午後2時ごろから

新宿区長
吉住 健一

保健・衛生  7・8面
▶令和3年度メニューコン
クールの受賞者決定
▶再開しよう!
　元気なからだづくり

　そのほか、早稲田美容専門学校による
「小倉・桔梗流着つけステージ」もあります。

ライブパフォーマンス
にも出演！

午後1時ごろから

アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者アンケートに回答するとMCアシスタント・寺嶋由芙さん作成「新宿区若者
のつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼントのつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼントのつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼントのつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼントのつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼントのつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼントのつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼントのつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼントのつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼントのつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼントのつどい2021」オリジナル壁紙をプレゼント

●仕事・健康・恋愛など若者へ向けた情報を発信
　動画もあります。

行政・各種団体ブース

【出展】▶新宿労働基準監督署、▶新宿区勤労者・仕事支援
センター、▶新宿ユネスコ協会、▶結婚相談NPO、▶しん
じゅく若者サポートステーション、▶新宿わかものハ
ローワーク、▶東京自殺防止センター、▶東京ワセダロー
ターアクトクラブ、▶日本FP協会東京支部、▶目白大学

豪華出演者と吉住健一新宿区長のトークショー

新型コロナ
ワクチン

未接種の方へ

ワクチン接種の最後の機会です!

1回目の接種は10月末までに!

若松地域・大久保・戸塚地域センター、
元気館（※）、聖母病院（※）、
東京山手メディカルセンター（※）

10月以降、1回目接種が受けられる区の集団接種会場を減らしています

12 月以降はさらに接種会場が減る予定です

10月末まで

3会場（※）

11 月上旬まで

6会場（右記）

予約なしでも
接種できる会場があります

▶元気館（戸山 3―18―1）
…ファイザー社製ワクチン

▶区役所第 1分庁舎
…武田／モデルナ社製ワクチン

【問合せ】区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎03（4333）8907・☎0570（012）440（ナビダイヤル）へ。

　20代30代を中心とした若者に、新宿の魅力を知ってもらい、地域や行政、
企業、団体とのつながりを生むこと、地域参画への意識を高めることを目的
として開催します。今年は初のオンライン開催で、どこからでも参加できま
す（通信費等は参加者負担）。特設ホームページ（右二次元
コード）にアクセスしてご参加ください。
【問合せ】男女共同参画課（荒木町16、ウィズ新宿）
　　　　☎（3341）0801・㋫（3341）0740へ。
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イベント等は中止・変更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、各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください
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　今回は、使用済小型電子機器等や家庭用パソコンのリサイクル、資源の
集団回収、粗大ごみの申し込みについてお知らせします。
　「すてないで」は、新宿清掃事務所が正しい分別によるごみ減量やリサ
イクル活動推進などの周知等の普及啓発をするため発行しています。
　バックナンバーは、新宿区ホームページ（右二次元コ〡ド）や新宿清掃
事務所でご覧いただけます。

　集団回収は、10世帯以上の家庭
が回収場所・日時等を決めて新聞・
雑誌・段ボール等の資源を回収し、
直接回収業者に引き渡す自主的な
リサイクル活動です。

❖集団回収とは
　近隣の活動団体に参加するか、
新しく団体を作る方法がありま
す。活動団体は、事前に区への登録
が必要です。
　詳しくは、お問い合わせください。

❖参加方法

　集団回収している資源の持ち去り対策とし
て、集団回収場所用の標識旗、持ち去り禁止用
シート、資源持ち去り禁止袋を新宿清掃事務所・
各清掃センター・特別出張所で配布しています。
そのほか、登録団体には、活動支援物品の支給等
の支援をしています。

❖ 資源持ち去り対策物品のご活用を

【問合せ】新宿清掃事務所事業係
☎（3950）2962へ。

◆使用済小型電子機器等のリサイクル・
家庭用パソコンのリサイクルにご協力を

▶家庭用パソコン◀

▶プリンタなどの周辺機器も一緒に回収可能
▶ダンボール1箱分（3辺の合計140㎝以内、重さ20㎏以内）の回収料金が無料

詰める 回収

申込み

【問合せ】リネットジャパンリサイクル㈱問合せ専用窓口☎0570（085）800
（午前10時～午後5時）・㋭http://www.renet.jpへ。

粗大ごみの申し込みはお早めに
インターネット申し込みのご活用を

　粗大ごみの申し込みは、下記粗大ごみ受付センターに電話するか、
インターネット（右下二次元コード）で受け付けています。
　インターネットでの申し込みをぜひ、ご活用ください。

粗大ごみ受付センター
☎（5296）7000（月～土曜日午前8時～午後7時）
㋭https://sodai.tokyokankyo.or.jp/
※新規受け付けに限り（一度申し込んだ粗大ごみの変
更・取り消しを除く）☎0570（03）7000（月～金曜日午
前8時～午後7時）でも受け付けます。

詐欺被害を防ごう！
ストップ！

ATMでの携帯電話

一言アドバイス

止防害被欺詐

【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。

◆区役所では個人に対し、このような案内の連絡は一切していません。
◆各種手続きは、書類で行います。電話での手続きはありません。
◆電話をしながらATMを操作している人を見かけた際は、被害防止のため
声を掛け、警察を呼びましょう。

区内の特殊詐欺被害
認知件数（9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 4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 3件
合計 7件

※区危機管理課調べ

●「年金給付金の割増がある」
●「累積保険料の払い戻しの書類を送付したが手続きが完了していない」

事例 下記の内容の電話がくる

▲持ち去り対策用品

YouTubeを利用した動画配信によるシンポジウムです
（通信費等は申込者負担）。
　新宿区ホームページ（右上二次元コード）から視聴用
URLをクリックしてご覧いただけます。
　食べられるのに廃棄される食品ロスの現状を知り、理解
を深めてみませんか。
【配信期間】11月5日㈮まで
【対象】区内在住・在勤・在学でYouTube動画を視聴できる機器をお持ちの方
【内容】▶講演①「食品ロスの削減に向けて」（講師は奥真美／東京都立大学都市環
境学部都市政策科学科教授）
▶講演②「食品ロスが減らせる!冷蔵庫の使い方と食品保存」（講師は島本美由紀／
料理研究家・食品ロス削減アドバイザー）
【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。

「もったいない」
食品ロス削減シンポジウム

YouTube

動画配信サイト「YouTube」で配信

オンライン講座

▶使用済小型電子機器等◀
【窓口回収場所】▶ごみ減量リサイクル課（本庁舎7階）、▶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）、▶新宿清掃事務所（下落合2―1―1）、
▶新宿東清掃センター（四谷三栄町10―16）、▶歌舞伎町清掃セ
ンター（歌舞伎町2―42―7）、▶新宿中継・資源センター（大久保
3―7―42）
【ボックス回収場所】▶区役所本庁舎1階、▶各特別出張所、
▶環境学習情報センター（西新宿2―11―4、新宿中央公園内）
【問合せ】新宿清掃事務所事業係☎（3950）2962へ。 ▲回収ボックス

◆資源の集団回収にご参加ください

電子辞書 電卓ポータブル
カーナビ

リモコン、ACアダプター、
ケーブル等の附属品

携帯ゲーム機携帯電話 デジタルカメラ ポータブル
ビデオカメラ

携帯音楽
プレーヤー

使用済小型電子機器の例 窓口へお持ちいただくか、ボックスに投入してください

　リネットジャパンリサイクル㈱と協定を締結し、パソコンの宅配便による無
料回収を行っています。

少しでも疑問や不安を感じた場合には、最寄りの警察署に確認しましょう。!
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災害関連情報・区政情報を即時に発信
アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info

区公式フェイスブック shinjuku. info

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。

土地の公的な価格を

公表しています

　土地取り引きの目安となる土地の公
的な価格「公示価格」「基準地価格」は、防
災都市づくり課で閲覧できるほか、新宿
区ホームページでご案内しています。
【価格の内容等】
▶地価公示価格（国が毎年1月1日を基
準日として公表）
▶東京都基準地価格（東京都が毎年7
月1日を基準日として公表）
▶相続税路線価 （相続税・贈与税を課

税するための価格で、土地の所在地を
管轄する税務署で閲覧・相談可）
▶固定資産税路線価（固定資産税を課
税するための価格で、土地の所在地を
管轄する都税事務所で閲覧・相談可）
【問合せ】防災都市づくり課（本庁舎8
階）☎（5273）3593へ。

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

老朽化対策へのビジョンなきマンションの先にあるもの

　国土交通省の「平成30年度マンション総合調査結果」によると、「マンションの
老朽化問題についての対策の議論を行っていない管理組合の割合は56.3％」とあ
り、老朽化の問題を先送りする傾向があることがわかります。この状態が続くと
マンションの老朽化を止めることができず、建物が傷んでいきます。
　老朽化を止めるためには、まず耐震診断や専門家による建物の健全度調査等で
劣化の範囲や程度を把握し、必要な時期に必要な改修を実施することが大事です。
　問題を先送りせず、老朽化問題について議論を始めましょう。何もしないの
は、危機的状況を呼び込むことになるだけです。
　区では、建物の維持管理や管理組合の運営など、専門家のマンション管理相
談員による管理相談、管理相談員派遣事業を行っています。お困りの際は、ぜひ
ご利用ください。

快適なマンション
ライフのために 28 【問合せ】住宅課居住支援係（本庁

舎7階）☎（5273）3567へ。

介護者家族会

高齢のご家族
を介護している
方、介護していた
方同士が、介護の
悩みを語り合い、
情報交換する場
です。
当日直接、会
場へおいでください。入退場は自由
です。
【11月の日時・会場】▶四谷の会…4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）
▶フレンズ2…16日㈫午後1時～3時
／牛込簞笥地域センター（簞笥町15）
▶わきあいあい…10日㈬午前10時～
12時／戸山シニア活動館（戸山2―27
―2）
▶大久保・あった会…9日㈫午後1時30
分～3時30分／百人町地域交流館（百
人町2―18―21）
▶ひとやすみの会…27日㈯午後1時
30分～4時／新宿リサイクル活動セン
ター（高田馬場4―10―2）
▶かずら会…19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。

傾聴ライター講座

（オンライン） 

　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）。
　高齢者の人生エピソードを傾聴して
まとめるライターを養成します。
【日時】11月10日㈬・17日㈬・24日㈬、
12月1日㈬・8日㈬、時間はいずれも午
後2時～4時（11月10日㈬のみ午後2時
～4時10分）、全5回
【対象】区内在住・在勤・在学の方、15名
【講師】伊東美緒／群馬大学大学院准教
授、久田恵／ノンフィクション作家
【申込み】11月1日㈪までに電話で
ささえーる 薬王寺☎（3353）2333へ。
応募者多数の場合は
抽選。詳しくは、新宿区
ホームページ（右二次
元コード）でご案内し
ています。

認知症サポーター

養成講座 

認知症の正しい
知識等を学びま
す。
参加した方に
は、認知症サポーター養成講座の受講
の印「認知症サポーターカード」を差し
上げます。
【日時】11月19日㈮午後1時30分～3時
【会場】戸山シニア活動館（戸山2―27
―2）
【対象】区内在住・在勤・在学の方、20名
【申込み】10月27日㈬から電話で若松
町高齢者総合相談センター☎（5292）
0710へ。先着順。

70歳以上の方へ

シルバーパス取扱窓口 所在地 電話番号 時間

都
バ
ス

新宿駅西口都バス
定期券発売所

新宿駅西口バス
ターミナル地下

（3343）
7137

午前9時～午後8時
（土・日曜日、祝日等を除く）

早稲田自動車営業所 西早稲田1―9―23 （3208）
3492 午前9時～午後8時

渋谷自動車営業所新宿支所 西新宿3―19―1 （3377）
5334 午前7時～午後8時

小滝橋自動車営業所 中野区東中野
5―30―2

（3362）
7743 午前9時～午後8時

地
下
鉄
都営地下鉄大江戸線
新宿駅定期券発売所 都営大江戸線駅構内 （5354）

4351 午前8時～午後8時

関
東
バ
ス
関東観光㈱ 中野区東中野

5―23―14
（3362）
6636

午前9時～午後5時
（土・日曜日、祝日等を除く）

東京都シルバーパスの発行
都内在住で70歳以上の方を対象に、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民営バスに乗車できる東京都シルバーパス(有効期限／
令和4年9月30日)を発行しています。
【対象・費用】▶⑴令和3年度の住民税が課税の方…20,510円、▶⑵令和3年度の
住民税が非課税の方…1,000円、▶⑶令和3年度の住民税が課税で、令和2年の合
計所得金額が135万円以下の方…1,000円
【必要書類】▶住所・氏名・生年月日が分かるもの（健康保険証、運転免許証等）
※住民票・パスポートは不可
▶上記の対象・費用の(2)(3)に該当する方は、次の①②③のうちいずれか一つも
必要です。
①令和3年度介護保険料納入（決定）通知書の保険料段階区分欄に「1」～「6」のい
ずれかが記載されたもの
②令和3年度住民税課税（非課税）証明書（1通300円）
③生活保護受給証明書（生活扶助の記載があるもの）
【申込み】70歳になる月の1日（1日が誕生日の方は前月の1日）から申し込めま
す。費用と必要書類をお持ちの上、取扱窓口（区内近辺の窓口は下表参照）へ。
【問合せ】東京バス協会☎（5308）6950（シルバーパス専用窓口。土・日曜日、祝日
等を除く午前9時～午後5時）へ。

　いずれの助成も住み替え先の住宅
を契約する前に「予定登録申請」が必
要です。申し込み方法等詳しくは、お
問い合わせください。
【募集期間】11月1日㈪～令和4年3月
31日㈭
【対象】▶多世代近居同居助成…区内で
新たに近居または同居する子世帯とそ
の親世帯のうち、引っ越しする世帯（す
でに近居の状態にある方は新たに同居
する場合のみ対象）、先着20世帯
▶次世代育成転居助成…義務教育修
了前のお子さんを扶養し同居してい

る子育て世帯、先着20世帯
【助成額】▶多世代近居同居助成…初
期費用（引っ越し代・礼金・仲介手数
料・不動産登記費用）の一部（複数世帯
は20万円、単身世帯は10万円を限度）
を助成
▶次世代育成転居助成…区内で民間
賃貸住宅から民間賃貸住宅に住み替
える際の、転居に伴う家賃の上昇分
（月額35,000円を限度・最長2年間）
と、引っ越し代（10万円を限度）を助成
【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7
階）☎（5273）3567へ。

多世代近居同居助成・
次世代育成転居助成転居費用等の一部助成

令和3年1月1日～9月30日の納付を証明する「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」を11月上旬までに日本年金機構から発送します。年末調整や確定申告
の際には必ずこの証明書（または領収証書）を添付してください。
令和3年10月1日～12月31日に国民年金保険料を納付した方は、令和4年2月
上旬に証明書を発送します。
【問合せ】ねんきん加入者ダイヤル☎0570（003）004（ナビダイヤル）へ。
※050で始まる電話からは☎（6630）2525（いずれも月～金曜日は午前8時30
分～午後7時、第2土曜日は午前9時30分～午後4時）へ。

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書を
お送りします
年末調整・確定申告のときまで大切に保管してください

◎国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
◎家族の国民年金保険料を納付したときは、自分の社会保険料控除として
　申告できます
◎控除を受けるには社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が必要です

●有効期限が令和3年9月30日のパスをお持ちの方へ
まだ更新手続きがお済みでない方は、10月中までに最寄りのシルバーパス取
扱窓口でお手続きください。
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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・変更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

令和2年度決算の概要
　令和3年第3回区議会定例会で、2年度の決
算が認定されました。一般会計を中心に概要
をお知らせします。
【問合せ】財政課（本庁舎3階）☎（5273）4049へ。

■財政収支 

　2年度は、当初予算に反映できなかった新型コロナ関連経費について、14回に及
ぶ補正予算編成や、予備費を充用するなど機動的な対応に努めたほか、基金の取り
崩しや特例的な特別区債の発行等によって一般財源収入の減少に的確に対応し、
区民生活や地域経済を支える対策を講じました。こうした対応により、歳入総額・
歳出総額ともに過去最大となりました。
　歳出面では、特別定額給付金の給付などによりその他経費が増となったもの
の、歳入面では、国庫支出金や都支出金が増となったことなどから、実質収支は黒

字となりました。また、単年度収支に基金（区の貯金）の積立金を加え、取り崩し額
を除いた「実質単年度収支」は黒字となりました。
　一方、特別区税などの経常的な収入が人件費や施設の維持などの経常的支出に
どれだけ充てられたかを示す「経常収支比率」は、特別区交付金や特別区たばこ税
などの減により、前年度と比べて2.5ポイント悪化して84.0％となり（一般的な適
正水準は70％～80％）、区の財政構造はさらに硬直化の度合いを高めています。

一般会計・特別会計の財政収支 

特別会計の財政収支（△は減）
国民健康保険特別会計 介護保険特別会計 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算現額 362億2,308万円 273億5,010万6千円 74億7,830万3千円

前年度比（増減率） △12億6,151万8千円
（△3.4%）

14億1,319万1千円
（5.4%）

9,484万1千円
（1.3%）

歳入決算額（収入率） 353億4,773万6千円
（97.6%）

260億2,302万円
（95.1%）

73億3,245万9千円
（98.0%）

前年度比（増減率） △21億4,553万3千円
（△5.7%）

10億4,848万1千円
（4.2%）

3,833万2千円
（0.5%）

歳出決算額（執行率） 349億3,365万9千円
（96.4%）

245億6,422万2千円
（89.8%）

72億9,164万2千円
（97.5%）

前年度比（増減率） △18億5,455万9千円
（△5.0%）

2億5,919万8千円
（1.1%）

3,499万6千円
（0.5%）※端数処理の関係で、合計数値や構成比が合わないことがあります。

一般会計の性質別経費（△は減）

区分
2年度 元年度 対前年比

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

義務的
経費 812億円 44.1% 791億円 54.1% 21億円 2.7%

投資的
経費 84億円 4.6% 103億円 7.0% △18億円 △17.9%

その他
経費 945億円 51.3% 569億円 38.9% 376億円 66.2%

合計 1,842億円 100% 1,462億円 100% 380億円 26.0%

一般会計の財政収支（△は減）
項目 2年度 元年度 増　減

歳入歳出予算現額 1,950億7,352万9千円 1,541億9,425万2千円 408億7,927万7千円
歳入総額（収入率） Ａ 1,877億739万8千円（96.2%） 1,498億972万1千円（97.2%） 378億9,767万7千円（△1.0ポイント）

うち特別区税 500億1,106万4千円 499億248万4千円 1億858万円
うち特別区交付金 251億3,399万1千円 294億6,708万1千円 △43億3,309万円

歳出総額（執行率） Ｂ 1,841億8,691万7千円（94.4%） 1,462億3,500万6千円（94.8%） 379億5,191万1千円（△0.4ポイント）
形式収支（A－B） Ｃ 35億2,048万1千円 35億7,471万5千円 △5,423万4千円
翌年度に繰り越すべき財源 ※1 Ｄ 5,197万1千円 1億6,299万4千円 △1億1,102万3千円
実質収支（C－D） Ｅ 34億6,851万円 34億1,172万1千円 5,678万9千円
単年度収支 ※2 Ｆ 5,678万9千円 △4億7,980万6千円
積立金 Ｇ 20億6,824万4千円 23億1,776万1千円 △2億4,951万7千円
積立金取り崩し額 Ｈ 8億円 0円 8億円
実質単年度収支 ※3
（F）+（G）－（H） Ｉ 13億2,503万3千円 18億3,795万5千円

経常収支比率 ※4 J 84.0% 81.5% 2.5ポイント
※1 事業が終了せず翌年度に繰り越す事業費（明許繰越分）
※2 実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額

※3 単年度収支に基金の積立金を加え、取り崩し額を除いたもの
※4  区税などの経常的な収入が、人件費や施設の維持などの経常的支出にどれだけ充てられたかを示す比率

　2年度末の区債現在高（区の借金）は、元年度末と比較して18億円増加し、204億
円となりました。一方、基金現在高（区の貯金）は、元年度末と比較して31億円増加
し、607億円となっています。
　新型コロナの影響により、区財政を取り巻く環境は先行き不透明な状況にあり、
将来にわたり安定した財政基盤を確保するには、より一層効果的・効率的な財政運
営が必要です。

基金・区債の現在高 基金・区債の現在高
800

600

億円

576億円 607億円
基金現在高

基金は31億円増
区債は18億円増

区債現在高

令和元年度末 令和2年度末

186億円 204億円

400

200

0

※2年度決算は、全ての会計で実質収支が黒字となったため、実質赤字比率・連結実質赤字比率
は算出されませんでした。また、将来負担比率は、将来負担額より地方債償還等に充用できる
財源が大きかったため、算出されませんでした。

健全化判断比率 （単位：％）

区分 実質赤字
比率

連結実質赤字
比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

新宿区 ― ― △3.5 ―

参考：
早期健全化基準 11.25 16.25 25.0 350.0

■健全化判断比率
　自治体の財政状況を早期に把握し、破綻を防ぐことを目的に制定された「地方公
共団体の財政の健全化に関する法律」では、自治体財政の健全度を測る4つの指標
（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）を定めていま
す。
　2年度決算では、4指標全てで国の定める基準（早期健全化基準）を下回り、区の
財政が健全であることを示しています。

　消費税率は、平成26年度に5％から8％に引き上げられ、令和元年10月からは10％に引き上げられました。これに伴い、地方消費税率も、1.0％から
1.7％に、1.7％から2.2％に引き上げられました。この引き上げ分は社会保障施策（社会福祉・社会保険等）に要する経費に充てることとされており、2
年度における地方消費税交付金のうち引上げ分は41億7,900万円で、下表の事業に活用しました。

◆◇地方消費税率引き上げ分にかかる主な使途◇◆

区分 主な対象事業名 決算額
財源内訳

特定財源 一般財源 うち地方消費税引上げ分

社
会
福
祉

生活保護扶助事業 保護費 218億9,700万円 178億400万円 40億9,300万円 4億7,500万円

児童福祉事業 保育所への保育委託等、児童手当、
保育所建設事業助成等 244億2,600万円 122億8,400万円 121億4,200万円 14億900万円

母子福祉事業 ひとり親家庭福祉 3億7,300万円 3億6,500万円 800万円 100万円

高齢者福祉事業 老人福祉施設への入所等措置、特別養
護老人ホーム運営助成等 26億4,400万円 3億8,600万円 22億5,800万円 2億6,200万円

障害者福祉事業 障害者への自立支援給付等、心身障害
者福祉手当、障害児支援給付 99億3,800万円 55億2,200万円 44億1,600万円 5億1,300万円

その他 20億6,000万円 10億7,000万円 9億9,000万円 1億1,500万円
小 計 613億3,800万円 374億3,100万円 239億700万円 27億7,500万円

社
会
保
険

国民健康保険事業 国民健康保険特別会計繰出金 34億6,800万円 15億8,600万円 18億8,200万円 2億1,800万円
介護保険事業 介護保険特別会計繰出金 33億5,300万円 2億2,800万円 31億2,500万円 3億6,300万円
後期高齢者医療事業 後期高齢者医療特別会計繰出金 28億6,100万円 3億3,800万円 25億2,300万円 2億9,300万円

小 計 96億8,200万円 21億5,200万円 75億3,000万円 8億7,400万円

保
健
衛
生

医療施策事業 子ども医療費助成、妊婦健康診査等 19億5,100万円 1億5,300万円 17億9,800万円 2億900万円

予防対策事業 予防接種、新型インフルエンザ対策の
推進等 28億7,000万円 13億2,200万円 15億4,800万円 1億8,000万円

健康増進対策事業 生活習慣病予防事業等 14億1,200万円 1億9,300万円 12億1,900万円 1億4,100万円
小　計 62億3,300万円 16億6,800万円 45億6,500万円 5億3,000万円

合　計 772億5,300万円 412億5,100万円 360億200万円 41億7,900万円

　2年度は、総合計画の着実な推進に向けて、重点的に取り組む「5つの基本政策」に基づき策定した第一次実行計画（計画期間／平成30年度～令和2年
度）の最終年度であり、「財政環境の変化に柔軟に対応し、現下の区政課題の解決に向け着実に前進する予算」と位置付け、区政が直面する課題に積極的
に取り組みました。2年度の主な取り組みは次のとおりです。

基本政策Ⅰ 暮らしやすさ1番の新宿 

◎新宿駅周辺地区の整備推進／7億8,142万1千円
◎ユニバーサルデザインまちづくりの推進／1,348万1千円
◎人にやさしい道路の整備／9,777万4千円
◎新宿中央公園の魅力向上／2億1,999万円
◎観光と一体となった産業振興／1,337万1千円
◎商店街の魅力づくりの推進／1,528万2千円

基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

▼新宿中央公園 眺望のもり

▲新宿駅東西自由通路

撮影協力：東日本旅客鉄道㈱

◎気軽に健康づくりに取り組める環境整備／2,189万5千円
◎認知症高齢者への支援体制の充実／5,081万3千円

◎障害を理由とする差別の解消の推進／1,749万
5千円
◎着実な保育所待機児童対策等の推進 ／2億
9,396万4千円
◎学校施設の改善／4,816万7千円
◎放課後の居場所の充実／19億4,620万1千円
◎ICTを活用した教育の充実／5億6,833万5千円
◎町会・自治会活性化への支援／279万1千円▲ICTを活用した授業

◎再開発による市街地の整備／7億6,859万4千円
◎道路の無電柱化整備／2億3,687万2千円
◎客引き行為防止等の防犯活動強化／5,777万5千円
◎新型インフルエンザ等対策の推進／6億2,827万4千円

新宿の高度防災都市化と安全安心の強化基本政策Ⅱ

▲客引きパトロール

◎行政評価制度の推進／83万3千円

基本政策Ⅳ 健全な区財政の確立

◎区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成／1,907万円

基本政策Ⅴ 好感度1番の区役所

基本政策の実現に向けた主な取り組み

▲道路の無電柱化整備
　（四谷駅周辺区道完成イメージパース）
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　区では、区内の事業者等が、喫煙専用室等・公衆喫煙所を整備する
場合に設置・改修等の費用（消費税等を除く）を助成します。助成総額
に達し次第受け付けを終了します。申し込み方法・要件等詳しくは、
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。
【問合せ】衛生課管理係（第2分庁舎3階）☎（5273）3838へ。

◆喫煙専用室等の整備費用の助成

　喫煙専用室等（おおむね2㎡以上）を
整備しようとする中小事業者（宿泊事
業者・飲食事業者を除く）などに設置・
改修等の費用を助成します。
【助成金額】助成対象経費の10分の9
（上限は250万円）

◆公衆喫煙所の整備費用の助成

　公衆喫煙所（おおむね5㎡以上）を整
備する際に、設置・改修等の費用を助成
します。
【助成金額】助成対象経費の全額（限度
額は下記のとおり）
▶屋内・屋外（コンテナ型）…1,000万円
▶屋外（パーテーション型）…600万円

受動喫煙防止対策にかかる

喫煙所等の整備費用を助成します

募集期限は12月28日㈫まで

　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
業者に対し、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てい
ます。助成要件や必要書類等について詳しくは、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。
【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。

【対象】令和3年4月1日以降、新型コロ
ナの影響で減収となっている店舗等の
家賃を減額している賃貸人
【助成額】区内の店舗等の家賃について
減額した金額の4分の3を助成
※1つの物件に付き月75,000円を限度
（物件数の上限なし）
【助成対象月】令和3年4月分～4年3月
分までの家賃のうち、最大12か月分

（変更前は令和3年4月分～9月分まで
の家賃のうち、最大6か月）
【申請期限】令和4年2月28日㈪（変更前
は10月31日㈰）
【申込み】所定の申請書等を郵送（消印
有効）で同課へ。申請書等は同課・区政
情報センター（本庁舎1階）・特別出張
所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。

賃貸人
の方へ

がんばろう!新宿応援キャンペーン 第3弾

　区内対象の飲食店で1人1,000円（税抜）以上の飲食をすると、応
募専用はがきとシール1枚が受け取れます。異なる商店街の飲食
店で飲食をして集めた2枚のシールを応募専用はがきに貼り、必
要事項を記入の上、ご応募ください。抽選で合計250名の方に
10,000円相当の魚・肉・果物いずれかの詰め合わせが当たります。

【キャンペーン期間】11月1日㈪～30日㈫
【応募締切】12月7日（必着）
【対象店舗】区内商店街の飲食店
※対象店舗には本キャンペーンを告知
するポスター（右上図）が掲出されます。
※詳しくは、新宿区商店会連合会の公式

ホームページ「新宿ルーペ」
（右二次元コード。㋭https://
shinjuku-loupe.info/）をご覧
ください。
【問合せ】新宿区商店会連合会
☎（3344）3130へ。

店舗等家賃減額助成申請を
受け付けています

対象家賃月・申請期限を延長しました

●おもてなし店舗支援事業補助金
　店舗の感染症対策や業態転換、販売促進の取り組みに助成します。
【問合せ】産業振興課産業振興係（〒160-0023西新宿6―8―2、BIZ新宿4階）
☎（3344）0701へ。
【対象】区内で飲食業・小売業・サービス
業の店舗を営む中小企業者・個人事業
主
【対象事業】令和3年4月以降に実施した感
染拡大防止対策、業態転換、販売促進事業
【補助金額】10万円を限度（補助対象経
費の10分の10以内）
【補助対象期間】令和3年4月1日～4年

3月31日（延長前は令和3年4月1日～9
月30日）
【申請期限】令和4年3月15日㈫
【申込み】所定の申請書を郵送（消印有
効）で同課へ。応募要項・申請書は同課
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。

店舗の新型コロナ感染拡大防止対策等

に係る経費の一部を助成します

補助対象期間を延長しました

　新型コロナの影響で業況悪化等に苦しむ区内中小企業者等を支援するた
め、商工業緊急資金（特例）の貸付限度額の引き上げ等を行います。
　新規の申し込みに加え、既に商工業緊急資金（特例）を受けている場合も借
換融資や追加融資が可能です。利子・信用保証料は、引き続き区が全額補助し
ます。要件や必要書類等詳しくは、お問い合わせください。
【問合せ】産業振興課産業振興係☎（3344）0702へ。

【対象】新型コロナの影響で一時的に
売上の減少等業況悪化をきたしてい
る、または悪化が見込まれ、資金繰り
が必要となる中小企業者
【貸付限度額】1,000万円（拡充前は
500万円）

【貸付期間】7年以内（据置期間12か
月以内（拡充前は5年以内（措置期間
6か月以内））
【利子・信用保証料】全額補助
※融資の相談・申請については、事前
に電話でお申し込みください。

商工業緊急資金（特例）を拡充します

●受け付けは11月1日㈪から

●区立幼稚園・子ども園（幼稚園機能）の各園で入園申請書を配布しています
【対象】保護者とともに区内在住で、保護者等の送り迎えが可能な3歳児～5歳児
（令和4年4月2日現在）
【申請書受付日】11月2日㈫・4日㈭・5日㈮
【問合せ】▶幼稚園…学校運営課幼稚園係（第1分庁舎
4階）☎（5273）3103、▶子ども園…保育課入園・認定
係（本庁舎2階）☎（5273）4527へ。詳しくは、問い合
わせ窓口、各園、特別出張所等で配布している募集案
内をご確認ください。新宿区ホームページでもご案
内しています。
※私立幼稚園・子ども園（幼稚園機能）の募集は、各園へお問い合わせください。

令和４年度幼稚園・子ども園（幼稚園機能）

新入園児を募集します「飲んで食べて当てよう!キャンペーン」
◆抽選で250名に賞品が当たります!

▲受動喫煙防止
対策推進マスコ
ット「けむいモン」

２月
宿泊分

【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。
【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

グリーンヒル八ヶ岳

◎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】11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。11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。

区民保養施設の
利用申し込み

★11月11日～令和4年1月5日宿泊分の空き室予約も受け付けます
　新型コロナ対策のため実施していた客室制限の解除に伴い、空
き室の予約を電話か受付窓口で先着順で受け付けます。空室情報
は11月分は10月27日㈬、12月分～令和4年1月5日分は11月16日㈫
いずれも午後6時から左記㈱日本旅行ホームぺージで公開します。
※上記宿泊分の抽選に参加し、落選した方には再抽選を行い、
当選した方に空き室予約受付開始前にお知らせします。
【申込開始日】11月11日㈭～30日㈫宿泊分▶区民優先予約…10月
28日㈭、▶一般予約…10月30日㈯、12月1日㈬～令和4年1月5日㈬
宿泊分▶区民優先予約…11月17日㈬、▶一般予約…11月19日㈮
◆箱根つつじ荘からのお知らせ
　工事のため令和4年3月31日㈭まで全館休館します。

◎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…11月21日㈰、▶一般予約…12
月1日㈬
【2月の休館日】14日㈪～18日㈮
※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。

グリーンヒル八ヶ岳
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☎（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★

令和3年度女性のための

健康セミナー 

●なぜ?なに?女性だからこその
　健康課題やその対処法
　ウェブセミナーツールを利用したオン
ライン講座です（通信費等は申込者負担）。
申込者へ動画サイトのURLを送信します。
【日時・内容】11月14日㈰▶午前10時
～11時…「改めて学ぶ「月経」と婦人科
がん検診のススメ」、▶午前11時10分

～午後0時10分…「不安解消!!月経前症
候群（PMS）・更年期障害との付き合い
方」（講師は粒来拓／よしかた産婦人科
分院綱島女性クリニック院長・横浜市
立大学附属市民総合医療センター婦人
科非常勤講師）
【対象】区内在住・在勤・在学の方ほか、
各回100名
【申込み】10月27日 ㈬ ～11
月11日㈭に新宿区ホーム
ページ（右二次元コード）か
ら申し込めます。先着順。
【問合せ】女性の健康支援センター（四
谷保健センター内）☎（3351）5161へ。

　「みんなで食べたらおいしいね!家族でおうちで楽しむ野菜メニュー」をテー
マに、中学生を対象にオリジナルメニューを公募しました。756作品の応募があ
り、書類審査の結果、優秀賞10作品が決定しました。受賞作品はレシピカードに
して、後日スーパーマーケット等で配布します。
【問合せ】健康づくり課健康づくり推進係（第2分庁舎分館分室）☎（5273）3047へ。

令和３年度新宿区メニューコンクールの

受賞者が決定しました

【優秀賞】

高田 灯（ 牛込第三中1年）
みんなでワイワイ手巻き野菜

鈴木 優澄子（ 牛込第三中3年）
野菜の肉巻き～お好み焼き風

寺下 紗矢（ 落合第二中1年）
海老とナッツの彩り野菜炒め

小林 勇登
（落合第二中3年）
目指せ金・銀・銅メ
ダル!栄養たっぷり
ハンバーグ

国田 香穂
（ 新宿中1年）
色どり野菜の
肉巻きロール

齋藤 弓寧（新宿中1年）
食べてびっくり野菜
オムレツ!

小島 舞桜（ 新宿中1年）
みんなで作ろう!
カラフル楽しウマイ

及川 由樹菜（ 西早稲田中1年）
豆腐ホワイトソースの
野菜たっぷりドリア

深野 凪世（新宿中3年）
重ね野菜の和風焼き

小野塚 凛（ 新宿西戸山中1年）
自家製ドライトマトでおいしさ
アップ!ミートローフ

　日時・会場等は予定です。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）
☎（5273）4064・㋫（5272）5500へ。

★催し・講座★
□市民公開講座「専門医が答える排尿障
害のおはなし～やってみよう!尿もれ体
操」　11月6日㈯午後2時～4時、オンライ
ン開催。排尿障害と前立腺がんの専門医
が診断と治療について解説。
右二次元コード（㋭https://
v2.nex-pro.com/campaign/
MjgxNTI%253D）から視聴できます。㋓無
料。㋣午前9時～午後5時30分にアステラ
ス製薬㈱・市民公開講座係☎（5909）2651

□不安の医学 第28回都民講演会　11
月7日㈰午後1時30分～5時、コモレ四谷
タワーコンファレンス（四谷1）で。オン
ラインでの参加も可。㋓無料。㋲11月1
日㈪までに電子メールで。会場参加は先
着50名。㋣NPO法人不安・抑うつ臨床研
究会㋱tominkouennkai@gmail.com
□いきいき講演会「可能性への挑戦」に区
民30名無料招待　12月10日㈮午後6時
15分～7時45分（午後5時45分開場）、損害
保険ジャパン本社（西新宿1）で。舞の海秀
平氏の講演。都内在住の方等対象。㋓無
料。㋲11月19日㈮までに電話で。一般申
し込みは応募者多数の場合は抽選。定員
約120名。㋣月～金曜日の午前9時～午後
5時に東京都弘済会・宮野☎（3551）1101

　投票日当日に投票に行けない方は、期日前投票ができます。
【期日前投票の日時・会場（★）】区役所本庁舎・特別出張所、午前8時30分～午後8時
★今回の選挙は、投票できる期日前投票所が選挙区により異なります。お手元の
投票所整理券を必ずご確認の上、期日前投票をご利用ください。
【問合せ】区選挙管理委員会事務局（第1分庁舎3階）☎（5273）3740・㋫（5273）
5230へ。

衆議院議員選挙
最高裁判所裁判官国民審査

　次の地域は、「東京都第10区」となります。その他の地域は、「東京都第1区」です。
▶中落合1・3・4丁目、▶中井1・2丁目、▶上落合1~3丁目、▶西落合1～4丁目

投票日は10月31日㈰午前7時～午後8時

　今年で16回目を迎える歌舞伎町の冬の風物詩です。区役所通りの街路樹をLEDで装飾し、「明るく・
安心・歩きやすい」歌舞伎町をアピールします。11月1日㈪午後4時30分からは、区役所本庁舎玄関前
で点灯式を実施します。今年は平和の泉にイルミネーションを設置します（写真は昨年度の様子）。
【問合せ】NPO法人新宿歌舞伎町区役所通り3Aの会☎（3209）2238へ。
【区の担当課】文化観光課文化観光係（第1分庁舎6階）☎（5273）4069

新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション
点灯日時

名誉区民の柳家小三治さんが逝去

新宿区名誉区民の柳家小三治さん（落語家）が、10月7
日逝去されました（享年81歳）。
柳家さんは、昭和34年に五代目柳家小さんに入門し、

精進を重ねました。昭和44年には真打に昇進し、柳家一
門の由緒ある名跡十代目柳家小三治を襲名しました。
その後も日々芸に磨きをかけ、平成17年に紫綬褒章、

平成26年には旭日小綬章を受章し、重要無形文化財保持者（人間国宝）の認
定を受けています。
区では平成27年3月、名誉区民の称号を贈りました。

　ご生前のご功績をたたえ、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

議決結果
令和3年 第3回区議会定例会

　区長が提出した議案は、全て可
決、認定、同意、決定されました。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3
階）☎（5273）3505へ。

◆予算案6件
◎令和3年度補正予算
●  令和3年度新宿区一般会計補正予
算（第8号）

●  令和3年度新宿区一般会計補正予
算（第9号）

●  令和3年度新宿区国民健康保険特
別会計補正予算（第3号）

●  令和3年度新宿区国民健康保険特
別会計補正予算（第4号）

●  令和3年度新宿区介護保険特別会
計補正予算（第3号）

●  令和3年度新宿区後期高齢者医療
特別会計補正予算（第2号）

◆決算認定4件
●  令和2年度新宿区一般会計歳入歳
出決算

●  令和2年度新宿区国民健康保険特
別会計歳入歳出決算

●  令和2年度新宿区介護保険特別会
計歳入歳出決算

●  令和2年度新宿区後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算

◆条例案9件
◎一部改正の条例
●  新宿区における個人番号の利用
及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例
●  新宿区個人情報保護条例の一部
を改正する条例

●  新宿区一般事務手数料条例の一
部を改正する条例

●  新宿区住民基本台帳制度の適正
な運用に関する条例の一部を改
正する条例

●  新宿区家庭的保育事業等の設備
及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例

●  新宿区特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改
正する条例

●  新宿区保健衛生事務手数料条例
の一部を改正する条例

●  新宿区立住宅管理条例の一部を
改正する条例

●  新宿区立の小学校、中学校及び特
別支援学校の非常勤の学校医、学
校歯科医及び学校薬剤師の公務
災害補償に関する条例の一部を
改正する条例

◆その他7件
●  新宿区立清風園解体及び擁壁改
修工事請負契約

●  新宿中央公園（ちびっこ広場）再
整備工事請負契約

●  特別区道の路線の廃止及び認定
について

●  新宿区教育委員会委員任命の同
意について

●  人権擁護委員候補者の推薦に関
する意見の聴取について（3件）

区民のひろば
費用・㋲申込み・㋣問合せ



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 2371号　令和3年（2021年）10月25日発行
区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）を

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

　新型コロナの感染拡大で体力が落ちてしまった・気持ちに張り
合いがなくなったなど、さまざまな影響を感じている方も多いと
思います。ぜひ、感染対策をして社会活動を再開してみませんか。
【問合せ】健康づくり課健康づくり推進係(第2分庁舎分館分室）
☎（5273）3047・㋫（5273）3930へ。

コロナの流行下で低下した体力・気力を
取り戻すために

再開しよう!元気なからだづくり

75歳以上の約7割が

「歩くのが遅くなっ
た」

と回答
感染予防しながら出かけよう

▶マスクを着ける
▶人混みは避ける
▶帰宅したら手洗いを

▶活動場所の入口で手指消毒
▶席は間隔を空ける
▶水分補給のときはしゃべらない
▶活動場所の換気の目安は30分に1回
▶一緒に飲食はしない（特に「会食」は避ける）

外出時等の感染予防ポイント
グループ活動時！外出時！

自宅で気軽に取り組もう

令和2年度
新宿区健康診査
結果（75歳以上）
より

キーワードは運動・栄養・社会参加！

いきいきウォーク新宿
●山手線内最高峰と漱石山房記念館をめぐる
【日時・集合場所等】11月26日㈮午前10時に若松地域センター（若松町
12―6）に集合、午後1時に早稲田公園（早稲田南町37）で解散（雨天実施）
【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】11月8日㈪～25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。

しんじゅく100トレ出前講座

　しんじゅく100トレは、日常生活に必要な
筋力をアップするためのトレーニングです。
　区では、ご近所で集まる自主グループで
継続的に取り組んでいただけるよう、グ
ループの立ち上げ支援を行っています。

39団体が活動中!

【対象】区内在住の65歳以上を中心とした5
人以上のグループ
【問合せ】健康づくり課健康づくり推進係
☎（5273）3047へ。

グループ立ち上げに興
味のある方に出前講座
を実施しています

まずは体験!

【日時・会場・定員】▶①11月8日㈪午
後2時～4時／高田馬場地域交流館
（高田馬場1―4―17）（16名）、▶②
11月30日㈫午後2時～4時／新宿地
域交流館（新宿5―3―13）（7名）
【申込み】電話かファックス（3面記
入例のとおり記入）で10月27日㈬か
ら▶①は11月1日㈪、▶②は11月24
日㈬までに地域包括ケア推進課介護
予防係（本庁舎2階）☎（5273）4568・
㋫（6205）5083へ。先着順。

新宿いきいき体操講習会
区内在住・在勤の方 介護予防教室当日直接、会場へ

区内在住の65歳以上

①げんき応援教室
【日時・定員】11月2日㈫・9日㈫・18日㈭・25日㈭、12月7日㈫・
16日㈭▶第1部…午前10時～10時45分、▶第2部…午前11時
～11時45分（各部先着15名）
②腰痛・膝痛予防教室
【日時・定員】11月10日㈬・19日㈮・26日㈮、12月8日㈬・15
日㈬・24日㈮、▶第1部…午後1時15分～2時、▶第2部…午
後2時15分～3時（各部先着15名）
【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。

　会場はいずれも大久保スポーツプラザ（大久保3―7―42）
です。上履きをお持ちください。

おてがる体力確認会区内在住の65歳以上

　1日2部制で、第1部は午前
9時30分～10時30分、第2部
は午前11時～12時です。
①11月11日㈭開催
【会場・定員】高田馬場シニア
活動館（高田馬場3―39―
29）（各部15名）
②11月18日㈭開催
【会場・定員】西新宿シニア
活動館（西新宿4―8―35）
（各部9名）

③12月8日㈬開催
【会場・定員】戸山シニア活動
館（戸山2―27―2）（各部18名）
……＜①～③共通＞……

【申込み】10月27日㈬から
電話で▶①は11月2日㈫、
▶②は11月10日㈬、▶③は
11月30日㈫までに地域包
括ケア推進課介護予防係
（本庁舎2階）☎（5273）4568
へ。先着順。

教室名・内容 受付番号 会場 曜日・時間 定員

脳はつらつ教室

認知症の予防（認知症と診断された方を除く)
1 早稲田南町地域交流館（早稲田南町50） 火曜日午後 7名
2 大久保スポーツプラザ（大久保3―7―42） 水曜日午前 7名

シニアバランス
トレーニング教室

座って行う運動を中心に、上半身を鍛えて
若々しく動ける体づくり

3 北新宿地域交流館（北新宿2―3―7） 月曜日午前 10名
4 高田馬場シニア活動館（高田馬場3―39―29） 火曜日午前 10名
5 上落合地域交流館（上落合2―28―8） 木曜日午前 10名
6 高田馬場地域交流館（高田馬場1―4―17） 金曜日午前 10名

シニアスポーツ
チャレンジ教室

立って行う運動を取り入れ下半身の筋力を
鍛えて転倒予防

7
細工町高齢者在宅サービスセンター（細工町1―3）

月曜日午前 7名
8 木曜日午前 7名
9 中落合高齢者在宅サービスセンター（中落合1―7―1） 火曜日午前 7名
10 東五軒町地域交流館（東五軒町5―24） 火曜日午前 10名
11 西新宿シニア活動館（西新宿4―8―35） 金曜日午前 10名
12 戸山シニア活動館（戸山2―27―2） 金曜日午後 15名

【日程・会場・内容等】右表のとおり。時間の午前は
10時～11時30分、午後は2時～3時30分。各全3回
【対象】区内在住の65歳以上（介護保険の要支援・要
介護認定を受けている方、介護予防・生活支援
サービス事業対象者は参加不可）
【費用】1回100円
【申込み】はがき（1人1枚）に3面記入例のほか生
年月日・希望教室の受付番号（1～12の別。第2希
望まで）を記入し、11月2日㈫（消印有効）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。

元気な高齢者向け介護予防教室

12月の参加者募集

●区オリジナル体操にチャレンジ!
新宿区ホームページで
動画などをご覧いただけます
●肉・魚・卵などのたんぱく質を積極的にとろう
体力づくりには運動と栄養どちらも大切です

●まずは1日1回外に出よう

教室や講座に気軽に
参加してみよう

地域交流館・シニア活動館などの施設も利用してみましょう

●脚力アップに効果的な筋トレや体操にチャレンジ!

仲間と一緒にグループで
活動しよう

教室や講座に参加してみませんか　感染対策を実施して開催中！

Q.　以前に比べて、歩く速度が
遅くなってきたと思いますか。

はい
6491人
67.4%

いいえ
3102人
32.2%

未回答
38人
0.4％
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