くらし 

3・5・8面

▶年末年始の資源・ごみ収集

令和3年（2021年） 第2375号

福祉 

4・5面

▶高齢者が安心して
暮らせる地域づくり
を進めています
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。

こども・教育 

施設 

5面

▶四谷図書館の休館中は臨時
窓口をご利用ください

保健・衛生 

3・7・8面

▶ご存じですか 震災時の
「医
療救護所」

お知らせ 
5面

2・6面

▶上半期の区の財政状況

新型コロナの状況によりイベント等は中止・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等でご確認ください。

区内全域でバリアフリー化を進めます
新宿区移動等円滑化促進方針を策定しました

区では、区内全域のバリアフリー化を進めるため、
施設と施設の間の道路や施
設と道路の連続性を確保することのほかソフト施策等、総合的なバリアフリー
化の方針を示した「新宿区移動等円滑化促進方針」
を策定しました。
【問合せ】
都市計画課都市施設係
（本庁舎8階）
☎
（5273）
3547・㋫
（3209）
9227へ。

方針の主な内容

方針策定後の進め方

１ 高齢者や障害者等が多く利用する施設・経路を設定

★歩行環境の整備を計画的に実施します

官公庁施設や鉄道駅、
福祉施設、
病院、
商業施設等の高齢者や障害者の方が多く利用する
施設と、
これらをつなぐ経路を設定し、
面的・一体的なバリアフリー化を促進していきます。
宿泊施設

商業施設

【設定のイメージ】

★方針を広く周知し
関係機関と個別協議を実施します

鉄道駅
福祉施設

高齢者や障害者等が
多く利用する施設

官公庁施設
駐車場

バリアフリー化すべき経路
公園

病院

2 バリアフリー化の促進
施設ごとに配慮すべき事項や地域特性を踏まえた地域別のバリアフリー方針を定め、施
設管理者や道路管理者等に働きかけることで、
区全体の一層のバリアフリー化を図ります。
【バリアフリー化の事例】

区内のイベントでの企画展示等で方針
を広くお知らせするほか、方針に基づい
た整備について、鉄道事業者等の関係機
関と個別協議を実施します。

★高齢者・障害者等との意見交換を
継続的に実施していきます
方針に基づく整備の実施状況等を定期的に確
認し、高齢者、障害者等の皆さんに参加していた
だき意見交換などを行いながら、バリアフリー化
等の取り組みを一層推進していきます。

方針（素案）へのご意見ありがとうございました

敷地
敷地

▲鉄道駅のエレベーター整備
によりバリアフリールートの
複数化・最短化を推進

方針に基づき、道路の段差解消や視覚障害者誘導用ブロ
ックの設置等、バリアフリー対策を計画的に実施していき
ます。

道路
（歩道）

▲敷地と道路に段差のない一
体的な歩行空間の確保を推進

道路
（歩道）

▲道路と敷地内の施設出入口ま
で、
素材・色などが統一された誘
導用ブロックの連続設置を推進

新型コロナ（COVID-19）ワクチン関連情報
3回目接種について
2回目のワクチン接種日から原則8か月経過した18歳以上の方を対
象に、12月以降、順次ワクチン接種を実施していきます。12月・1月は
主に医療従事者・高齢者施設入所者を対象に接種を実施します。
※3回目の接種は予約が必要です（8月末までに2回目接種を完了した
65歳以上の方を除く）。

方針の策定にあたり、パブリック・コメント
制度（意見公募）によるご意見
（１６０件）を参考
にしました。
方針の全文と、
お寄せいただいたご意見・区の考え方は、
都
市計画課
（本庁舎８階）
・区政情報課
（本庁舎３階）
・区政情報セ
ンター
（本庁舎１階）
・特別出張所・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】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。

感染が再拡大する前に!

１回目・2回目のワクチン未接種の方は
ワクチンを接種しましょう
▲ワクチン3回目接
種についての案内

★一般の方の3回目接種について詳しくは、新宿区ホームページ・
広報新宿臨時号（12月10日発行・全戸配布）でお知らせします

▲ワクチン接種情報

★予約なしで接種が受けられます
接種を希望する方は予約なしで接種が受けられます。接
種実施日時・会場等詳しくは、新宿区ホームページ
（上二次
元コード）をご覧ください。

区への転入前や海外等で2回接種した方へ

東京都新型コロナワクチン接種促進キャンペーン ご活用ください

3回目接種の接種券の発行には申請が必要です

TOKYOワクションアプリ

下記に該当する方で、3回目の接種を希望される方は、接種券の発行
申請が必要です。申請方法等詳しくは、新宿区ホームページ（右二次元
コード）
をご覧ください。
【対象】
▶他の自治体で2回目接種をした後に転入した方、
▶海外で2回接
種した方、
▶海外在留邦人等向け接種事業で2回接種した方ほか

▲接種券の発行申
請についての案内

★接種記録等を登録するとさまざまな
特典が受けられます
アプリへの登録方法、
特典内容等詳しく
は、
TOKYOワクションホームページ
（右二
次元コード）
をご覧ください。

▲TOKYOワクション
ホームページ

★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。

（2）第 2375号

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年度上半期（4月～9月）

…イベント

お知らせします
一般会計（３年９月末現在）

特別会計（３年９月末現在）

● 予算の概要
3年度一般会計の歳入・歳出予算は、
当初予算としてそれぞれ1 576億7 149万6千
円を計上しました。
9月末までに7回の補正を行い、
歳入・歳出それぞれ79億9 966万
9千円を増額した結果、
9月末現在の歳入・歳出予算は、
それぞれ1 656億7 116万5千
円となっています。
このほか、
2年度中に事業が終了しなかったため、
3年度に繰り越した事業費が1億
4 053万8千円あり、
これを加えた9月末現在の予算現額は1 658億1 170万3千円です。

● 収入・支出の状況
歳入・歳出予算現額

1 658億1 170万3千円

収入済額
（収入率39 5％）

655億4 738万3千円

支出済額
（執行率38 0％）

630億1 836万8千円

新宿区には、
「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」の3つの特別会計があります。
3年度上半期は、国民健康保険特別会計と介護保険特別会計で各2回、後期高
齢者医療特別会計で1回の補正を行いました。国民健康保険特別会計では7 153
万4千円を減額、介護保険特別会計では1億484万8千円を増額、後期高齢者医療
特別会計では440万6千円を増額しました。9月末現在の予算現額、収入・支出の
状況は下表のとおりです。

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

● 区民の負担

特別区民税の現年課税分

445億3 344万5千円
総人口 34万2 228人
世帯数 21万7 861世帯

（3年9月末現在）

● 特別区債
施設の建設や用地の取得等に多額の資金を必要とする場合、区債を発行して
財源を補充します。
3年9月末の状況は、発行額321億3 460万円、償還済額127
億1 908万9千円、
現在高194億1 551万1千円です。

不合理な税制改正等に
対する特別区の主張

歳入・歳出予算現額

352億3 726万5千円

収入済額（収入率39 4％）

138億8 194万5千円

支出済額（執行率36 4％）

128億3 960万7千円

歳入・歳出予算現額

262億4 665万7千円

収入済額（収入率51 9％）

136億2 005万6千円

支出済額（執行率39 6％）

103億8 575万6千円

歳入・歳出予算現額

75億930万5千円

収入済額（収入率41 9％）

31億4 589万5千円

支出済額（執行率32 0％）

24億445万3千円

冊子
を
「新宿区の財政について」

特別区税
（特別区民税・軽自動車税等）
の収入すべき額を前年同期と比較すると、
8 578万3千円
（0 2％）
の減となっています。
これは主に、
特別区たばこ税が3億3 452
万7千円
（19 8％）
の増となったものの、
特別区民税が4億2 197万7千円
（0 9％）
の減
となったことによるものです。
なお、
特別区民税の現年課税分
（収入す
べき額から滞納繰越分を除いたもの）
は
445億3 344万5千円
（前年比0 8％減）
で、
区民の皆さんの負担は、
1人当たり13万
128円、
1世帯当たり20万4 412円です。

令和3年（2021年）12月5日発行

区では、毎年6月と12月の2回、歳入・歳出予算の執行状況を中心に財政に関
する事項を公表し、区民の皆さんに財政面から区政運営の状況をお知らせし
ています。また、10月末に前年度の決算、
2月末に新年度予算案の概要を広報
新宿等でお知らせしています。
今回は、令和3年度上半期
（4月〜9月）
の財政運営状況をお知らせします。
【問合せ】財政課（本庁舎3階）
☎
（5273）
4049へ。

区の財政状況を

収入済額は、
655億4 738万3千円で、
収 入 率 は39 5 ％、前 年 同 期 の 収 入 率
50 7％と比較すると、
11 2ポイント下
回っています。
支出済額は、
630億1 836万8千円で、
執 行 率 は38 0 ％、前 年 同 期 の 執 行 率
48 4％と比較すると、
10 4ポイント下
回っています。

…講座

作成しました

令和2年度の財務書類も掲載しています
区財政の現状と課題をお知らせし、今後の財政
運営の議論に活用していただけるよう、冊子を作
成しました。
従来の現金収支が中心の決算に加え、企業会計
の手法を取り入れた公会計制度による貸借対照表
等の財務書類も掲載しています。
財政課・特別出張所・区政情報センター
（本庁舎
1階）で配布しているほか、区立図書館で閲覧でき
ます。新宿区ホームページでもご覧いただけます。
●

法人住民税の一部国税化や地方消費税の清算基準の見直し、
ふるさと納税などの不合理な税制改正によ
って、
特別区は貴重な税源を奪われ続けています。
さらに、
新型コロナの影響による大幅な歳出の増加も重
なり、
特別区の財政は極めて深刻な状況です。
特別区は、
特有の財政需要があり、
将来的に膨大な額の財源が必要です。
地方財源の不足や地域間の税収
格差の是正は、
地方の財源を吸い上げることなく、
国の責任において地方交付税の法定率を引き上げ、
調整
するべきものであり、
自治体間に不要な対立を生むような措置は是正されなければなりません。

不合理な税制改正による影響は深刻
特別区への影響額は、
令和3年度で約1800億円、
平成27年度からの累計で約8500億
円にもなり、
「東京は財源に余裕がある」
などの一方的な見方によって、
税金が国に奪
われています。
これは、
応益負担や負担分任という地方税の本旨を無視したものです。
ふるさと納税制度は抜本的な見直しが必要
過剰な返礼品競争による寄附の増加などにより、
特別区民税の減収額は増加
しており、
平成28年度からの累計額はついに2 000億円を超えました。
全区民が減収による行政サービスの低下の影響を受けざるを得な
その結果、
い一方、
制度利用する区民のみが返礼品などの恩恵を受けるといった不公平が
生じるなど、
制度の歪みが顕在化しています。
新型コロナ対策経費等の膨大な財政需要への対応
全国で最も多くの感染者を抱えている特別区では、
その対応のため、
膨大な財
新型コロナ対策における、
国や都の補助金を除いた特別
政需要が生じています。
区の負担は、令和2年度で約597億円、令和3年度で約510億円となっており、今
後さらに負担が生じる可能性があります。
特別区はこれらの負担に対して、
自治体の貯金である財政調整基金の取り崩
し等で対応する必要があります。
このような状態が続くと、
いずれ財源が不足し
てしまい、
将来的な財政需要に対応することができなくなる恐れがあります。
東京の地方財源が突出している訳ではない
人口一人当たりの地方税収の格差是正のため、地方税の見直しが必要との
見方がありますが、地方税に地方交付税等を合わせた人口一人当たりの地方
財源を他の道府県と比較すると、東京が突出して多いわけではありません。

今後も多くの財源が必要
特別区は高齢者の急増や膨大な公共施設の改築需要への対応をはじめ、今
後も多くの財源が必要です。
地方税財源の拡充こそ地方分権のあるべき姿
国の責任により地方税財源総体を拡充し、自治体が責任をもって役割を果
たすことこそが地方分権の本来の姿です。
今後も、地方税財源の充実・確保や自治体間に不要な対立を生む不合理な税
制改正を是正するよう、国に求めていきます。
詳しくは、特別区長会ホームページ
「不合理な税制改正等に対する特別
区 の 主 張（ 令 和3年 度 版 ）」
（ ㋭http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/
katsudo/shucho.html）
をご覧ください。
◇◆ふるさと納税の新宿区への影響◆◇
ふるさと納税制度は平成20年度から導入され、
自治体間の過剰な返礼品
競争による返礼目的の寄附の増加などにより、
新宿区の特別区民税の減収
額は激増し、
令和2年度は約23億円、
累計額は約83億円となっています。
地方交付税制度では、ふるさと納税により減収があった交付団体には、
補填される仕組みとなっていますが、
不交付団体である特別区は全く補填
されません。
特別区長会はふるさと納税制度の見直しについて、
11月25日
に総務大臣あてに要望書を提出しました。区は今後とも、特別区長会を通
じてふるさと納税制度の抜本的な見直しを求めていきます。

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

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 sh i n j u ku . in f o

令和3年（2021年）12月5日発行

12月は地球温暖化防止月間

エコ な取り組み を実践 しましょう
省エネ活動等にご活用ください
未入稿

▲エコ・チェックダイアリー
★新宿区環境白書
（令和3年度版）
を配布しています
区内の環境の現状や、区の環境施策の成果・進捗状況を掲載しています。環
境への意識を高めるきっかけづくりにご活用ください。
【配布場所】▶環境対策課環境計画係
（本庁舎7階）
、▶環境学習情報センター
（西新宿2―11―4、新宿中央公園内）
、▶リサイクル活動センター、▶区政情報
センター
（本庁舎1階）
、▶特別出張所、▶区立図書館
（環境白書は区立図書館を
除く。
いずれも無くなり次第終了）

【問合せ】
▶エコ・チェックダイアリー…環境学習情報センター☎
（3348）
6277、
▶新宿区環境白書…環境対策課環境計画係☎
（5273）
3763へ。

景品交換はお早めに！新宿エコ自慢ポイント
◆令和2年12月から貯めたポイントの景品交換期限は
令和3年12月の各最終開庁日です

買い物の際にレジ袋の削減に協力するなど、エコな行動をポイントとして
貯める「新宿エコ自慢ポイント」は、ポイント到達度に応じて、エコな景品と交
換しています。
登録・景品交換の方法等詳しくは、お問い合わせください。

★同ポイントの登録・景品交換窓口

▶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）
、▶環境学習情報センター（西新宿2―11
―4、新宿中央公園内）
、▶ごみ減量リサイクル課ごみ減量計画係（本庁舎7階）
【景品の例】
▶20pt…エコスポンジ、
▶50pt…ごみ袋ホルダー、
▶100pt…
フードクリップ、
▶200pt…シリコンラップ、
▶300pt…傘カ
バー、
▶400pt…エコバッグ、
▶500pt…スープマグ

冬は暖房の利用が増え、
地球温暖化の原因となる
二酸化炭素の排出量も増加します。
ゼロカーボンシ
ティの実現に向けて、環境に優しい生活で、ストッ
プ温暖化に取り組んでみませんか。

フードドライブ

★新宿区エコ・チェックダイアリー2022を配布します
環境絵画・環境日記展2021の受賞作品や環境学習
情報センター事業を掲載しています。毎月のエネル
ギー消費量を記録でき、
環境家計簿としても活用でき
ます。
12月6日㈪から配布します。

▲エコスポンジ

【問合せ】
ごみ減量リサイクル課ごみ減量計画係☎
（5273）
3318へ。

マンション自主防災組織に
防災資機材を現物支給しています
申請期限は12月28日
マンション防災対策の充実・強化のため、区内のマンション自主防災組織の
結成促進・活動支援として、防災資機材を現物支給しています。
区が選定した20品目から申請者
（マンション自主防災組織）が選んだ防災
資機材を、
合計20万円
（税込）を限度に現物支給します（1組織に付き1回）。

第 2375号（3）

ご協力ください

★ご家庭で余った食品を活用しませんか
フードドライブとは、
各家庭などで余った食品を持ち寄り、
ボ
ランティア団体やNPO団体が運営するフードバンク等を通じ
て、
必要とする人々や施設等に寄付する活動です。
食品ロスの削
減にもつながります。
寄付したい食品を下記受け入れ場所へ直接、
お持ちください。
【受入場所・日時】
▶新宿リサイクル活動センター
（高田馬場4―10―2）
…毎月第4日曜日の午前9時〜午後5時
▶西早稲田リサイクル活動センター
（西早稲田3―19―5）
…毎月第2土曜日の午前10時〜午後3時
▶MUJI新宿（新宿3―15―15、
新宿ピカデリー1階）
…営業日の午前11時〜午後9時
【受け入れ可能な食品】
▶お米（白米）、▶パスタ、▶缶詰、
▶インスタント・レトル
ト食品▶、嗜好品（お菓子・お茶等）、▶乾物
（乾麺・海藻
等）、▶アルコール類を除く飲料、▶調味料、▶乳幼児食品
（粉ミルク・離乳食等）ほか

【問合せ】
▶新宿リサイクル活動センター☎
（5330）
5374、
▶西早稲田リサイクル
（5367）
2710へ。
活動センター☎
（5272）
5374、
▶MUJI新宿☎

家で過ごすことの多い年末年始は生活騒音に注意
◆トラブル防止のためご自宅の生活騒音をチェック!
区内在住・在勤・在学の方を対象に騒音計
（右写真）
を貸し出していま
す。貸出期間は1週間です。
【申込み】事前に電話予約の上、環境対策課公害対策係（本庁舎7階）
☎
（5273）3764へ。

新型コロナで収入が減少した世帯の方へ

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者
医療保険料の減免申請を受け付けています
◆申請期限は3月15日㈫
減免の対象となる保険料は、令和3年度分の保険料で、令和3
年4月1日〜令和4年3月31日の間に納期限があるものです。
申請要件や申請方法等詳しくは、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。
【問合せ】保険料減免担当☎（5273）
4189へ。

ご存じですか 震災時の
「医療救護所」

次の全てに該当する組織
▶地階を除き5階建て以上で住宅の戸数が20戸以上の共同住宅
▶防災区民組織として認定を受けていないマンション防災組織
※今後、防災区民組織の登録を検討すること、年1回防災訓練
を実施し、
内容を区に報告することが必要です。

【問合せ】
健康政策課地域医療係
（第2分庁舎分館1階）
☎
（5273）
3839へ。
大規模な地震が発生した場合、
区は医療救護所を開設し、
医師・歯科医師・
薬剤師・看護師・区職員等で構成する医療救護班がトリアージ
（★）
や軽症者
のけがの応急処置等を行います。

◎ 品目
小型発電機、
組立式トイレ、携帯ラジオ、エレベーターチェアほか（20品目）

★災害発生時、
多くの負傷者が同時に出た場合に、けがの重症度や緊急度に応じて、
治療や搬送の優先順位を決めること

医療救護所と病院の役割
▶医療救護所…軽症者の応急処置
▶病院…中等・重症者の収容・治療
※意識障害や大量出血等、
明らかに緊急を要する状態の負傷者
は、
医療救護所を経由せず直接病院での治療となります。
●

▲組立式トイレほか

▲携帯ラジオ

◎ 申込 み
12月28日
（必着）
までに 所 定 の 申 請 書 を 郵 送 で 危 機 管 理 課 地 域 防 災 係
（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎4階）☎
（5273）
3874へ。申請書は同係
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。

▲トリアージの際
に使用するタグ

医療救護所一覧（10か所）
被災した場所に一番近い医療救護所で、
応急処置等を受けられます。
災害
に備えて、場所（下表）を確認しておきましょう。
●

▲エレベーター
チェア

▲食品の例

【条件】
▶未開封で包装や容器が破損していない、
▶生鮮食品でない、
▶びん詰めの
食品でない、
▶冷凍・冷蔵食品でない、
▶賞味期限の記載があり、
期限が、
新宿・西早
稲田リサイクル活動センターは1か月以上先、
MUJI新宿は2か月以上先である

◎ 対象 ・要 件

▲小型発電機

▲MUJⅠ新宿

地 区
四 谷
簞笥町
榎 町
若松町
大久保

医療救護所となる学校
四谷中学校
（四谷1―12）
津久戸小学校
（津久戸町2―2）
鶴巻小学校
（早稲田鶴巻町140）
余丁町小学校
（若松町13―1）
大久保小学校
（大久保1―1―21）

地 区
戸
塚
落合第一
落合第二
柏
木
角
筈

医療救護所となる学校
新宿西戸山中学校
（百人町4―3―1）
落合第二小学校
（上落合2―10―23）
落合第三小学校
（西落合1―12―20）
西新宿中学校
（西新宿8―2―44）
西新宿小学校
（西新宿4―35―5）

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。
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広げよう支えあいの輪

12月3日〜9日は
障害者週間

高齢者が安心して暮らせる
地域 づくりを 進めていま す
【対象】
75歳以上で一人暮らしの方
【内容】情報紙「ぬくもりだより（高齢者が利用できるサービス等、生活に役立つ情報を掲載）」の訪問配布
（月2回）
※事前に地区の民生委員が生活状況や訪問配布の希望を伺うことがあります。
※特別出張所・高齢者総合相談センターでも配布しています。訪問配布の対象でない方もご覧ください。
【申込み】高齢者支援課高齢者相談第二係
（本庁舎2階）☎（5273）4594・㋫（5272）0352へ。

▲地域の見守り

ヘルプマーク・ヘルプカード
障害のある方の中には、手助けが必要でも自分から困っ
ていることを伝えられない方がいます。
ヘルプカード・ヘル
プマークは、
障害のある方が携帯し、
日常生活で困ったとき
や緊急・災害時などに、
周囲に手助けをお願いしやすくする
ためのものです。
ヘルプカード・ヘルプマークをお持ちの困っている方を
見かけたら手助けをお願いします。
※ヘルプカードは障害者福祉課、
障害者福祉センター
（戸山
1―22―2）
、
保健センター等で配布しています。
▲ぬくもりだより

③地域の事業者が高齢者を見守ります
高齢者を見守る事業者を募集しています
【内容】▶高齢者に身近な事業者と関係機関の連携による高齢者の見守り、▶業務中に気付いた高齢者の異
変等の高齢者総合相談センター等への連絡
【登録事業者の例】▶新聞販売店、▶理容室、▶美容院、▶牛乳販売店、▶公衆浴場、▶商店会、▶郵便局、▶金
融機関、▶宅配業者、
▶薬局、
▶コンビニエンスストア等（10月1日現在640事業者）
【問合せ】高齢者支援課高齢者相談第二係へ。
●

◀高齢者見守り登録事業者
ステッカー

おてがる体力確認会

60歳からのハツラツワーク

地域でできる短時間ワーク、
はじめませんか？
センターの会員になって仕事をしてみ
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。詳し
くは、お問い合わせください。
【仕事の例】▶家事援助、▶施設管理、▶清
掃業務、
▶登下校見守り

■ インタ ー ネ ッ ト で
入 会 申 し込 み ができま す

運動能力測定を通じて自身の体の状況を知
り、健康維持に役立てましょう。
※年度内の参加は1人に付き1回までです。
【日時・会場等】
下表のとおり
※いずれも時間は第1部は午前9時30分〜10時
30分、第2部は午前11時〜12時。区でどちら
かの部に振り分けます。
【対象】区内在住の65歳以上で、医師から運動
を禁止されていない方
※体の状態によっては参加をお断りする場合があります。
【内容】運動能力測定の実践、
介護予防体操の紹介ほか
※いずれの会場も同じ内容です。
【持ち物】飲み物、タオル、
動きやすい服装でおいでください
（①は動きやすい靴で、
②〜④は上履き（スリッパ不可）
持参）
。
【申込み】電話で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。
日程

▲小学校での施設管理業務

同センターホームページ
（右二次元コード。㋭https://www.
s22s.jp/ef/1332/flow）から30分程度の入会説明会の動画をご覧
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。

◀ヘルプ
マーク

▲ヘルプカード
困ったときに伝えたい
こと等が記載されてい
ます。

障害者差別解消法
■障害者週間とは
障害者のあらゆる分野への参加を促進するために
「障害者基本法」
により設けられています。
区では、
障害や障害者への関心と理解を深めるためにさまざまな取り組みを行っ
ています。
詳しくは、
新宿区ホームページ
（右上二次元コード）
でご案内しています。

■合理的配慮とは
障害のある方などから、社会の中にある障壁
（バリア）を取り除くために対応を
してほしいと伝えられたときに、
負担が重すぎない範囲で対応することです。
聴覚障害のある
方には、手話や筆談
など音声とは違う
方法で意思を伝え
合う

視覚障害のある
人のために、点字ブ
ロックの上に自転
車等の障害物を置
かないようにする

電車やバスなどで
席を必要としている
人がいたら、優先席で
なくても席をゆずる
ようにする

車いすの利用者など、
ものを取ることが困難
な方がいたら、代わりに
取って手渡したり、配置
する場所を工夫する

四谷図書館（内藤町87）休館中は
（四谷特別出張所等区民施設8階）
をご利用ください
12月 中 旬 に ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 臨時窓口
窓口開設は1月5日㈬~6月30日㈭
四谷図書館は工事のため休館します。工事期間中は四谷特別出張所等区民施設
差額通知を発送します
後期高齢者医療制度に加入している方へ

●

★ ①②はどちらか一方をご利用いただけます★

検索

「障害者差別解消法」
は、
障害の有無にかかわらず、
全ての人がお互いの人格と個
性を尊重し合いながら、共生できる社会をつくることを目的として、
「障害を理由
とする差別」
をなくすために制定されました。
また、令和3年5月、合理的な配慮の提供を民間事業者に義務付ける改正法が成
立しました。公布の日（6月4日）から起算して3年を超えない範囲内において政令
で定める日から施行されます。
区民や事業者として、
「障害を理由とする差別」をなくすために皆さんができる
ことに取り組みましょう。

●

【対象】
75歳以上の一人暮らしの方、または75歳以上のみの世帯の方
※日中に同様の状態となる世帯も対象です。
【内容】
地域見守り協力員（地域のボランティア）の自宅訪問（月2回程度）
● 見守り協力員
（地域のボランティア）を募集しています
高齢者のご自宅の見守り活動のほか、定期的に開催する連絡会で、協力員同士の情報交換や研修等も行い
ます。
詳しくは、
お問い合わせください。
【 問 合 せ 】区 社 会 福 祉 協 議 会 地 域 活 動 支 援 課 新 宿 ボ ラ ン テ ィ ア・市 民 活 動 セ ン タ ー ☎（5273）9191・
㋫（5273）
3082へ。

【問合せ】同センター
（〒160-0022新宿7―3―29、 新宿区 シルバー
新 宿 こ こ・か ら 広 場 し ご と 棟 ）☎
（3209）
3181・
㋫
（3209）
4288・㋭https://webc.sjc.ne.jp/shinjuku/へ。

ご存じですか

■ 困 って い る 方 を見 かけ た ら 手 助 け を

②地域見守り協力員が訪問し生活を見守ります

シルバー人材センター
新規会員を募集します

障害のある人もない人も共に生きる社会をめざして

【問合せ】
障害者福祉課福祉推進係
（本庁舎2階）
☎
（5273）
4516・㋫
（3209）
3441へ。

①生活を見守りながら
「ぬくもりだより」
をお届けします

第 2375号（5）

会場

定員

申込期間

① 1月5日㈬

西新宿シニア活動館
（西新宿4―8―35）

各9名

12月7日㈫〜24日㈮

② 1月21日㈮

戸山シニア活動館
（戸山2―27―2）

各18名

12月7日㈫〜1月11日㈫

③ 2月7日㈪

高田馬場シニア活動館
各15名
（高田馬場3―39―29）

12月7日㈫〜1月28日㈮

④ 2月18日㈮

信濃町シニア活動館
（信濃町20）

12月7日㈫〜2月7日㈪

各12名

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。

生活習慣病等の医薬品が処方され、ジェネリック医薬
品を利用した場合に薬代が一定額以上軽減されると見込
まれる方に、利用差額を試算した
「差額通知」を12月中旬
に発送します。

■ ジ ェ ネ リ ッ ク医 薬 品 と は
厚生労働省が認めた先発医薬品
（新薬）
と同等の効能・効
果を持つ薬で、
先発医薬品より一般的に安い価格で提供さ
れています。
利用を希望する場合は、
かかりつけ医や薬剤師
にご相談ください。
【問合せ】東京都後期高齢者医療広域連合ジェネリック医
薬品差額通知サポートデスク☎0120
（601）
494
（12月中旬〜1月31日㈪の土・日
曜日、
祝日、
年末年始を除く午前9時〜午後5時）
へ。
【区の担当課】
高齢者医療担当課高齢者医療係
（本庁舎4階）
☎
（5273）
4562

（内藤町87）
7階への立ち入りができなくなるため、
8階に臨時窓口を開設します。
【臨時窓口の業務内容】
▶予約資料の受け渡し
▶貸し出し資料の返却
▶家庭配本サービスの受け付け
▶利用登録など図書館利用に関する相談
▲四谷特別出張所等区民施設
▶予約資料の受け取り館の変更
※おはなし会等のイベントは四谷地域センター集会室等で開催を予定しています。
【休止するサービス】
▶閲覧席の利用、
書架への立ち入り
▶館内パソコン、
フリーWi-Fiの利用
▶対面でのレファレンスサービス
（調べもの相談）
【休館期間】
12月15日㈬〜7月15日㈮
【臨時窓口のお休み】
毎週火曜日、
2月・5月の第3日曜日
【開設時間】
月〜土曜日午前9時〜午後9時45分、
日曜日・祝日午前9時〜午後6時
【問合せ】
中央図書館☎
（3364）
1421へ。
施設名
中央図書館／こども図書館

歳末・地域たすけあい運動募金にご協力を
集まった募金は、
区内の在宅重度障害児者、
交通遺児・自死遺児、
乳児院や女性保
護施設の入所児者、児童養護施設や母子生活支援施設を退所後間もない方への見
舞金品のほか、
地域福祉の取り組みに活用されます。
【受付窓口】区社会福祉協議会（高田馬場1―17―20）
、特別出張所、地域福祉課
（本
庁舎2階）
【問合せ】区社会福祉協議会☎
（5273）
2941へ。

学校選択制度抽選結果を
発送しました
10月に令和4年度新中学1年生の学校選択制度の申
し込みを実施した結果、牛込第三・西早稲田・新宿西戸
山中学校の3校で受け入れ可能数を上回る申し込み
がありました。3校を選択した方を対象に抽選を実施
し、抽選結果等を11月17日に発送しました。抽選基準
等について詳しくは、新宿区ホームページでご案内し
ています。
【問合せ】学校運営課学校運営支援係（第1分庁舎4階）
☎
（5273）
3089へ。

休館期間中は
右記の図書館を
ご利用ください

鶴巻図書館

所在地
大久保3―1―1

早稲田鶴巻町521

西落合図書館

西落合4―13―17

北新宿図書館

北新宿3―20―2

戸山図書館
中町図書館

戸山2―11―101
中町25

角筈図書館

西新宿4―33―7

下落合図書館

下落合1―9―8

大久保図書館

▲中央図書館

大久保2―12―7
▲中町図書館

高校・大学等の受験料と学習塾の費用を無利子でお貸しします

令和3年度
受験生チャレンジ支援貸付事業
高校・大学等へ入学した場合などは申請により返済が免除されます。
連帯保証人1名が必要です
（困難な場合は連帯借受人も可）
。詳しくは、
ご相談ください。区社会福祉協議会ホームページ
（右二次元コード。
㋭http://www.shinjuku-shakyo.jp/news/370/）
でもご案内しています。
【対象・貸付限度額】一定所得以下の世帯のお子さんで、▶中学3年生とこれに準
ずる方…塾の費用20万円・受験料27 400円（上限）、▶高校3年生とこれに準ずる
方…塾の費用20万円・受験料80 000円（上限）
【問合せ】
区社会福祉協議会地域活動支援課☎
（5292）
3250へ。

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

（6）第 2375号

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

談に応じます。
【日時】12月16日㈭午後1時〜5時
【会場】区立産業会
館（BIZ新 宿、西 新
市民とＮＰ Ｏの 交 流 サ ロン
宿6―8―2）
（ オ ン ラ イン ）
【対象】区内在住の
ウェブ会議ツール「Zoom」を利用し 方、区 内 に 土 地 や
たオンライン講座です（通信費等は申 建物をお持ちの方、10組（1人も可）
込者負担）
。
【後援】新宿区
【日時】
12月9日 ㈭ 午 後6時45分 〜8時 【申込み】12月8日 ㈬ 〜15日 ㈬ に 電 話
45分
でNPO法人日本地主家主協会事務局
【内容】正しい点字の
☎（3320）6281（土・日曜日を除く午前
普 及・視 覚 障 害 者 の
9時〜午後4時30分）へ。先着順。
情報環境の改善と福
祉の増進に取り組む
11月の新宿区の
１日現在
日本点字技能師協会
（増減は前月比）
人口
の活動紹介
（語り手
住民基本台帳人口 341 894人
（334人減）
は同協会）
世帯数
217 520世帯
（341世帯減）
【申込み】
12月9日㈭午後5時45分まで
日本人
外国人
新 宿NPO協 働 推 進 セ ン タ ー ホ ー ム
ペ ー ジ（ ㋭https://snponet.net）か ら
307 501人
34 393人
人口計
申し込めます。
（155人減）
（179人減）
【問合せ】新宿NPOネットワーク協議
会事務局☎
（5206）
6527へ。
153 662人
17 663人
男

相続・不 動 産 無 料相談会
不動産鑑定士・宅地建物取引士・弁護
士・司法書士・税理士などの専門家が相

区政に関する苦情を
お聴きします

女

（51人減）

（120人減）

153 839人
（104人減）

16 730人
（59人減）

区民の声委員会

…講座

詐欺被害防止
一言アドバイス
「あ な た の口座を 使う
犯人 を捕まえ た 」
と いう 電話 に ご注意を

令和3年（2021年）12月5日発行

区内の特殊詐欺被害
認知件数
（10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

1件

還付金詐欺

2件

架空料金請求詐欺

0件

キャッシュカード詐欺盗

2件

合計

5件
※区危機管理課調べ

「アポ電」
と呼ばれる詐欺の予兆電話は、
区役所職員のほか、
区内の警察官を装
った手口が増加しています。
犯人は、
警察官になりすまし 犯人を捕まえたところ、
持ち物にあなた名義の
カードがあった。
不正に使われているかもしれない」
などと言って不安にさせた
後、
「カードの交換が必要なので自宅に取りに行く」
「被害確認をするので口座番
号・暗証番号を教えてほしい」
と言ってキャッシュカード等をだまし取ろうとし
ます。
警察が自宅にカードを受け取りに行くことや、
暗証番号を聞き出すことはあ
りません。
上記のような電話は詐欺です。
少しでも疑問や不安を感じた場合には、
電話を切って最寄りの警察署や区危機管理課にご相談ください。
【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。

特別区職員を目指す方へ

23区合同説明会・

技術職採用フォーラム

区民の声委員会は、
3人の委員が区
政に関する苦情を公正・中立に処理す
る第三者的な機関です。プライバシー
の保護には特に配慮していますので、
ウェブ会議ツール「Zoom」を利用し、各区・組合の紹介や技術職の業務説明を
安心してご相談ください。
ライブ配信します。新宿区に興味のある方や受験を検討している方はご覧くだ
【受付日時】
月〜金曜日（祝日等を除く）
さい。
午前9時〜12時・午後1時〜5時
視聴方法・配信開始時間等詳しくは、特別区人事委員会ホームページ（下二次
【申し立てができる方】個人・法人・その
元コード。㋭http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm）からご覧いた
他の団体で、区の機関の業務執行に関
だけます。
する事項や職員の行為に、直接的かつ
【配信期間】
具体的に利害関係のある方
1月11日㈫〜20日㈭（15日㈯・16日㈰を除く）
【申し立て方法】苦情申立書を郵送また
【配信内容】
は直接、
区民の声委員会
（〒160-8484歌 ※ほかに救済制度がある場合や苦情の ▶各区・組合の概要・魅力・求める人材・質疑応答ほか
舞 伎 町1―5―1、第1分 庁 舎2階 ）
原因となった事実から一定期間を経 ▶現役技術職職員のパネルディスカッションによる仕事紹介
☎
（5273）
3508へ。申立書は同委員会で
過している事項などの場合には、申 （職種は土木造園・建築・機械・電気）
配布しているほか、
新宿区ホームページ
し立てができないことがあります。 【視聴定員】各回先着1 000名
から取り出せます。
【問合せ】特別区人事委員会事務局任用課☎
（5210）
9787へ。

区民のひろば

令和3年 第4回区議会定例会

費用・㋲申込み・㋣問合せ

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・会員募集★
□絵画 毎月第1〜第4木曜日午後6
時〜8時、戸山生涯学習館で。水彩、パ
ステル、油絵、デッサン。講師の指導
あ り。㋓ 月4 000円。㋣ 戸 山 ア ー ト・
解田☎（3352）4306
★催し・講座★
□お絵かきくらぶのクリスマス会
12月11日㈯午後1時〜2時30分、障害
者 福 祉 セ ン タ ー で。ク リ ス マ ス が
テーマの工作ほか。障害のあるお子
さんと保護者対象。㋓300円。㋲12月
8日㈬までに電話で。応募者多数の場
と き た

合は抽選で5組10名。㋣お絵かきくら
ぶあいじえん・大内☎（3203）4107
□リサイクル はぎれの世界展 12月
14日 ㈫ 正 午 〜 午 後6時、ギ ャ ラ リ ー
ころころ（若松町35）で。古い着物や、
洋 裁 の 時 に 出 た 端 切 れ の 販 売、色 々
な布の展示（60年代スイス製ほか）。
㋓ 無 料。㋣ ア ト リ エ ケ リ ア・播 磨
☎080（5689）0012
□講演「マイクロプラスチック問題と
下水道」 12月17日㈮午後2時〜4時、
角筈区民ホールで。環境学者・高田秀重
氏によるマイクロプラスチック問題
についての講演。㋓無料。㋲12月15日
㈬までに電話で先着100名。㋣午前10
時〜午後4時に東京下水道設備協会・
中西☎（3346）3051
は り ま

提出議案

区長が提出した議案は次のとおりです。
提出議案を追加する場合があります。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）
☎
（5273）
3505へ。

◆予算案2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10号）
● 令和3年度新宿区一般会計補正予算
（第11号）

◆条例案1件
◎一部改正の条例
● 新宿区環境土木・都市計画事務手数料条例の一部を改正する条例

◆その他12件
訴訟上の和解について
特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する規約について
● 公の施設の指定管理者の指定について
（9件）
● 公の施設の指定管理者の指定の変更について
●
●

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

区のサービス・手続き・施設のご案内は ★ しんじゅくコール ★
☎（ 3 2 0 9 ）9 9 9 9 午前8時〜午後10時 ㋫（ 3209 ）9 9 0 0
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第 2375号（7）

★★★★★★★ 保健センター等の問い合わせ先 ★★★★★★★

1月の保健センター等の教室・相談

牛込保健センター

☎
（3260）
6231 ㋫
（3260）
6223 〒162-0805 矢来町6

母子関係の事業は、
母子健康手帳をお持ちください

四谷保健センター

☎
（3351）
5161 ㋫
（3351）
5166 〒160-0008 四谷三栄町10-16

◆ 予約制のものは12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の可能性があります。お問い合わせく
ださい。
事業名

はじめて・
にこにこ
歯科相談

もぐもぐ
ごっくん
歯科相談

担当

日

牛込

13㈭◎・20㈭★
7㈮◎・28㈮★

落合

11㈫◎・18㈫★

牛込

13㈭

牛込

14㈮

四谷

6㈭

東新宿 21㈮
落合

すこやか
子ども
発達相談

骨粗しょう症
予防検診

内容

予約制。むし歯予防等の相談・お口
のケアのアドバイス
9：00〜10：30
◎印・・・はじめて歯科相談（1歳児）
東新宿 17㈪◎・24㈪★
★印・・・にこにこ歯科相談（2歳児）
四谷

東新宿 17㈪

育児相談

時間

5㈬

牛込

25㈫

牛込

25㈫

四谷

21㈮

東新宿 12㈬
落合

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

事業名
女性の健康
専門相談

精神保健相談
予約制。乳幼児対象。
9：00〜10：30 専門の歯科医師による食べ方につ
いての相談
9：00〜10：00

個別相談
（おおむね1歳までの乳幼児）

9：00〜11：00 さくらんぼくらぶ（個別相談）
個別相談
（おおむね1歳までの乳幼児）
13：00〜14：30
13：40〜16：20 予約制。小児専門医による個別相談

予約制。
20歳以上の方対象
（1年度
に1回。医療機関で骨粗しょう症と
診断されたことのある方を除く）
。
9：00〜10：30
各日定員40名。骨密度測定
（かかと
の 測 定・超 音 波 法 ）
、医 師 の 結 果 説
明、健康・栄養相談。300円

■実 施 場 所
区の指定医療機関
■対 象
▶16歳〜39歳で区内在住の方
（学校・勤務先で健診を受ける機会がある方を除く）
▶40歳〜74歳で新宿区の国民健康保険に加入している方、生活保護等を受けて
いる方
※40歳〜74歳で新宿区の国民健康保険以外の健康保険に加入している方（被扶
養者を含む）
の健康診査は、各医療保険者が実施します。詳しくは、加入してい
る医療保険者へお問い合わせください。
▶75歳以上で東京都後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護等を受け
ている方
（65歳以上で東京都後期高齢者医療制度に加入している方を含む）
■検 査 内 容
● 問診
● 身体計測
● 血圧測定
● 尿検査
● 血液検査
ほか
※診断書は発行しません。
※50歳以上の男性は、
前立腺がん検診（200円）も同時に受診できます。
■受診の流れ
受診には健康診査票が必要です。
❶区の指定医療機関を確認・予約…健康診査票に同封の「健康診
査・がん検診のご案内」に掲載の「実施医療機関一覧」または新
宿区ホームページ
（右二次元コード）をご覧の上、医療機関へ
直接、
ご予約ください。
❷受診…健康診査票と国民健康保険証等をお持ちください。
❸結果説明…後日、
対面等で通知します。
■健康診査票について
「健康診査票」
「がん検診票」がお手元にない方は、健康づくり課健診係・保健セ
ンター・下記ご案内センターへご連絡ください。
■感染対策について
各医療機関では、新型コロナ感染拡大防止のための感染予防対策を実施して
います。
ご協力をお願いします。
【問合せ】健康づくり課健診係
（第2分庁舎分館分室）☎（5273）4207へ。

新宿区健康診査ご案内センター
1月31日㈪まで（12月29日㈬〜1月3日㈪を除く）

午前9時〜午後8時

☎03
（4335）7982

（通話料有料）

日

女性の
7㈮
健康支援
センター
（四谷） 25㈫

産婦人科
系全般
更年期
専門

〒160-0008 四谷三栄町10-16
（四谷保健センター内）

時間

内容

14：00〜16：00

予約制。女性の婦人科医などの個別
相談。思春期から更年期の女性のか
らだや婦人科系の症状などについ
て相談できます。

牛込

18㈫

14：15〜16：30

四谷

14㈮

14：00〜16：15 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
13：15〜15：30 ころ」の相談

東新宿 26㈬
6㈭・20㈭

14：00〜16：15

うつ専門相談 東新宿 13㈭

9：15〜11：30 予約制。精神科医師による個別相談

パーキンソン
東新宿 17㈪
体操教室

13：30〜14：15 予約制。パーキンソン病の方とその
15：00〜15：45 家族を対象にした運動療法

訪問指導

牛込

17㈪

四谷

24㈪

東新宿 31㈪
落合

11㈫・21㈮

牛込

25㈫

健康相談
四谷 21㈮
（生活習慣病や
歯周病予防に
関する相談） 東新宿 12㈬
落合

年に1度の健康チェック 無 料 健 康 診 査

☎0120（441）117

担当

落合

9：00〜10：00

6㈭

フリーダイヤル（通話料無料）

東新宿保健センター ☎（3200）1026 ㋫（3200）1027 〒160-0022 新宿7-26-4

6㈭

予約制。理学療法士・作業療法士が
自宅を訪問し、実技指導のほか、リ
ハビリ等のアドバイスをします。
13：30〜15：30
※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）

予約制。16歳以上対象。保健師・栄養
士・歯科衛生士等の個別相談。健康
診査の結果の見方、食事や健康面、
9：00〜10：30 歯周病の予防などについて相談で
きます。
※最近、健康診査を受けた方は、健
診結果をお持ちください。

土曜日夜間や日曜日・祝日に急病になったら
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）
※受診前に必ず電話でお問い合わせください。

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/

狂犬病予防注射の接種期間の延長
狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主は毎年4月1日〜6月30日に狂
犬病予防注射の接種を受けるよう定められています。
今年は、新型コロナ感染拡大防止のため、接種期間を12月31日㈮まで延長し
ています。
※令和3年度の区内の狂犬病予防定期集合注射は中止します。予防注射を接種
していない犬の飼い主の方は個別に予防注射を受けてください。
【問合せ】衛生課管理係（第2分庁舎3階）
☎
（5273）
3148へ。

精神保健講演会（オンライン）
コロナ禍におけるうつ病の理解と関わり方
YouTubeを利用した動画配信（90分程度）による講座です。申込者へ動画
ページのURLを送付します（通信費等は申込者負担）
。
【配信期間】1月14日㈮〜31日㈪
【対象】区内在住・在勤・在学で、
YouTube動画配信を視聴できる機
器をお持ちの方
【内容】コロナの影響下でのうつ病の特徴や関わり方（講師は幾瀬
大介／昭和大学横浜市北部病院メンタルケアセンター医師）
【申込み】1月13日㈭（講師への質問がある方は12月17日㈮）までに
新宿区ホームページ（右二次元コード。
㋭http://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/yobo01̲002238.html）へ。申 し
込みには電子メールアドレスが必要です。
【問合せ】保健予防課保健相談係（第2分庁舎分館1階）
☎
（5273）
3862へ。

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。

（8）第 2375号

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
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12月31日㈮〜1月3日㈪の収集作業は休みます

年末年始の
資源・ごみ収集
◆ 燃やすごみ
収集日※

収集終了日

収集開始日

月・木曜日

12月30日㈭

1月6日㈭

火・金曜日

12月28日㈫

1月4日㈫

水・土曜日

12月29日㈬

1月5日㈬

※収集日…資源・ごみを収集する
地域ごとに収集曜日が決まって
います。詳しくは、新宿清掃事務
所・各清掃センター・各特別出張所
等で配布しているパンフレット
「資源・ごみの正しい分け方・出し
方」
をご覧ください。
新宿区ホーム
ページでもご案内しています。

◆ 資源
古紙
（新聞・雑誌・段ボール・紙パック等）
、容器包装プラスチック
、
びん、
缶、
ペットボトル、
スプレー缶・カセットボンベ・乾電池
（ ）

年末年始は、資源・ごみ量や交通事情により収集時間が
変更になることがあります。
下表の収集日を確認し、
午前8時までにお出しください。
【問合せ】
▶新宿清掃事務所☎
（3950）
2923・㋫（3950）2932
▶新宿東清掃センター☎
（3353）
9471・㋫
（3353）
9505
▶歌舞伎町清掃センター☎
（3200）
5339・㋫
（5272）
3494へ。

◆ 金属・陶器・ガラスごみ
収集日※

収集終了日

収集開始日

1・3番目の月曜日

12月20日㈪

1月17日㈪

1・3番目の火曜日

12月21日㈫

1月4日㈫

1・3番目の水曜日

12月15日㈬

1月5日㈬

1・3番目の木曜日

12月16日㈭

1月6日㈭

1・3番目の金曜日

12月17日㈮

1月7日㈮

1・3番目の土曜日

12月18日㈯

1月15日㈯

2・4番目の月曜日

12月27日㈪

1月10日㈷

2・4番目の火曜日

12月28日㈫

1月11日㈫

2・4番目の水曜日

12月22日㈬

1月12日㈬

2・4番目の木曜日

12月23日㈭

1月13日㈭

収集日※

収集終了日

収集開始日

月曜日

12月27日㈪

1月10日㈷

火曜日

12月28日㈫

1月4日㈫

水曜日

12月29日㈬

1月5日㈬

2・4番目の金曜日

12月24日㈮

1月14日㈮

木曜日

12月30日㈭

1月6日㈭

金曜日

12月24日㈮

1月7日㈮

2・4番目の土曜日

12月25日㈯

1月8日㈯

土曜日

12月25日㈯

1月8日㈯

パソコンの収集について
区では、パソコンは収集できません。
◎パソコン3R推進協会☎
（5282）
7685
（土・日曜日、
祝日、
12月28日㈫
〜1月5日㈬を除く）
へお問い合わせください。
◎宅配便による回収は、リネットジャパンリサイクル㈱ホームページ
（㋭https://www.renet.jp/）
からお申し込みください。

家庭から出る粗大ごみ等の受け付け
◎粗大ごみの受け付け…粗大ごみ受付センター☎（5296）7000
◎家電4品目
（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機）の受け
付け…家電リサイクル受付センター☎（5296）7200
※12月29日㈬〜1月3日㈪は休みです
（インターネット受け付けも含む）
。

ケンゾウ

野菜に首ったけ!

こころ

菜々

毎月8日は
しんじゅく野菜の日
今回のテーマは
「適量飲酒」です。
年末年始はお酒を飲む機会が多くなりますが、飲み過ぎは健康を損なう原因にな
ります。あらかじめ飲酒量や休肝日を決めるなど、自分に合ったお酒との付き合い方
を見つけましょう。
一般的にアルコール代謝能力が低いといわれる女性・高齢者や少量の飲酒で顔が
赤くなる方は、
1日の目安量よりも少ない量が適当です。
【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・
㋫（5273）
3930へ。

VOL.14 楽しくお酒を飲むためには…
あ〜
おいしいなぁ

えっ
こんなに飲んでた

あなたは大丈夫？

家飲みに注意！

!?

へ〜そうなんだ

今日僕は何杯
飲んだっけ⁝？

これからは
家で飲む時も
飲む量を決めて
お酒を楽しむぞ！

週１〜２回は
お酒を飲まない
休肝日も
作るといいよ！

③ ①
④ ②

【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。

12月のレシピ

大根と鶏の手羽先の
炊いたん

旬の大根を使った煮物料理を紹介しま
す。炊飯器を使用することで、
火を使わず
に調理できます。少しずつ寒くなる季節
に、ほっこりした煮物で温まってほしい
という思いを込めたレシピです。
この料理で1人約200gの野菜がとれ
ます。

材料（2人分）

ん？
家飲みに
注意⁝？

お酒でメタボに
なりそう⁝

!?

～1日に必要な野菜は350g

1日の飲酒量の目安
純アルコール量20gまで

【20gの例】

缶ビール・チューハイ
ワイン
（12度）
（5度）
500ml（1.5缶まで） 200ml（2杯弱まで）

日本酒（15度）
180ml（1合）

女性・高齢者は
より少なめに！

▶大根… 10㎝（350g程度）
▶ネギ…………… 1／2本
▶鶏の手羽先………… 4本
▶酒…………… 大さじ1 5
▶みりん………… 大さじ1
▶砂糖………… 大さじ1 5
A
▶しょうゆ……… 大さじ2
▶水…………………200㏄
▶赤唐辛子……………適宜
▶唐辛子（一味または七味）
………………………適宜

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。

作り方
❶ 大根は皮をむき、厚さ2㎝程度
のいちょう切りにする。ネギは小
口切りにする。
❷ 炊飯器に❶の大根、鶏の手羽
先、Aを入れ、通常の炊飯モードで
加熱する。
❸ 器に盛り付けて、❶のネギ、お
好みで唐辛子をかける。
（レシピ提供／松村英子（新宿区
食育ボランティア））

