
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。
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イベント  4・5・8面

▶男女共同参画フォーラム

申告
期間

確定申告が始まります

新宿住友ホールに
申告書作成会場を開設します

ご自宅で確定申告ができます

※新宿・四谷・中野税務署
の合同会場です。
※税務署内に、申告書作成
会場はありません。

※作成済みの申告書等は、
所轄の税務署に直接、郵
送で提出してください。

※確定申告に必要な書類と
マイナンバーに係る本人
確認書類をお持ちの上、
会場へおいでください。

　税務署では、国税庁ホームページで確定申告書を作成し、ご自宅から提出（送
信）できるe-Taxのご利用をお勧めしています。

新型コロナ感染拡大防止の観点からも
e-Taxをご利用ください

【開設場所】西新宿2̶6̶1､新宿住友ビル地下1階
【開設期間】2月16日㈬~3月15日㈫（土・日曜日、祝日を除く）
※2月20日㈰・27日㈰は開場します。
【受付時間】午前8時30分～午後4時（相談は午前9時15分から）

【整理券入手方法】
▶当日会場での配布
▶LINEアプリ（右二次元コードの国税庁公式アカウントを登録）
で事前に入手（日時指定）
※来場者多数の場合は、受け付けを早めに終了することがあり
　ます。また、比較的空いている2月中の来場をお勧めします。

◆申告書作成会場の入場には入場整理券が必要です

◆画面の案内に従って
　金額などを入力するだけで
　申告書等が作成できます ◆確定申告書等作成コーナーから画面の案内に従って

　金額などを入力するだけで申告書等が作成できます

 ㋭https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
shinkoku/tokushu/index.htm

◆贈与税

◆ 個人事業の消費税・
地方消費税

◆所得税・復興特別所得税 2月16日㈬㈬～3月15日㈫㈫
※還付申告は受け付け中

3月31日㈭㈭まで

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。

子ども・教育  4・5面

▶令和4年度の定期利用保育
利用児を募集

▶新宿区東京2020展

新型コロナ関連情報  7・8面
▶住民税非課税世帯等への臨
時特別給付金

▶地域文化財制度10周年記
念写真パネル展

▶TOKYOワクションアプリ
新宿区の特典が
あります

【問合せ】
▶新宿税務署（〒169-8561北新宿1―19―3）☎（6757）7776
▶四谷税務署（〒160-8530四谷三栄町7－7）☎（3359）4451へ。
国税庁ホームページ㋭https://www.nta.go.jp/

2面に社会保険料控除・医療費控除等に関する確定申告の注意点を記載

国税のキャッシュレス納付

【令和3年分口座振替依頼書の提出期限・振替納付日】
提出期限 振替納付日

所得税・復興特別
所得税 3月15日㈫ 4月21日㈭

個人事業の消費税・
地方消費税 3月31日㈭ 4月26日㈫

◆振替納税
下記のほかにも納付方法があります。詳しくは、国税庁ホームページへ。

◆e-Taxのメリット

不要

●添付書類不要 ●印刷・郵送費不要 ●申告書作成会場への来場不要

不要 不要

新宿区の特典が

▲国税庁 令和3年分確定申告特集ページ

◆ダイレクト納付
パソコン等から納付日を指定して口
座から引き落としできます。

㋭https://www.nta.go.jp/
taxes/nozei/nofu/index.htm
▶国税庁 ダイレクト納付の手続き

医療ひっ迫の恐れが出てきています

家庭や職場のほか、友人・知人との食事場面など
さまざまな場所で感染がみられています

基本的な感染予防対策の徹底を
引き続きお願いします

こまめな手洗い 部屋の換気

【問合せ】保健予防課保健相談係（第2分庁舎分館1階）
☎（5273）3862・㋫（5273）3820へ。

国立国際医療研究センター病院
国際感染症センター長

大曲貴夫先生

マスクの着用

感染力の強いオミクロン株による感染が拡大し、新型コロナの感染者数が急増しています

大人数での食事換気の悪い職場

2月1日㈫～3月15日㈫㈫
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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

【日時】2月17日㈭午後1時30分～3時30分
【会場】新宿消費生活センター分館（高田馬場1―32―10）
【対象】区内在住・在勤・在学の方、10名
【持ち物】剪定鋏（お持ちの方）、筆記用具、持ち帰り用の袋
【申込み】往復はがきに4面記入例のとおり記入し、2月4日（必
着）までに消費者大学OB&エシカルの会（〒169-0075高田馬場
1―32―10、新宿消費生活センター分館内）☎090（8441）6254
へ。応募者多数の場合は抽選。

【日時】2月25日㈮午後1時～3時
【対象】区内在住・在勤の方、30名
【費用】100円（資料代）
【持ち物】筆記用具
【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4面記入例のとおり記入し、
2月8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。

社会保険料控除・医療費控除等に関する確定申告の注意点

介護保険料納付済額確認書を
1月28日㈮に発送します

高齢者のおむつ代を
医療費控除として

申告する場合
　介護保険の要介護認定を受けている方のおむつ
代を、医療費控除の対象として確定申告する場合、
最初に申告する年は、医師発行の「おむつ使用証明
書」を領収書に添付する必要があります。
●申告が2年目以降の方は区発行の「主治医意見書
の内容確認書」で代用できます
下記要件を全て満たす方に同確認書を発行しま
す。発行には申請する方の本人確認書類（運転免許
証等）が必要です。事前にお問い合わせください。

▶おむつ代を医療費控除の対象とする確定申告が
　2年目以降である
▶ 令和3年中に介護保険の要介護認定の有効期間
があり、同年に購入したおむつ代を医療費控除
で確定申告する
▶ 主治医意見書で「寝たきり度がB1～C2で、尿失
禁の可能性がある」ことを確認できる

【問合せ】介護保険課認定第一係（本庁舎2階）
☎（5273）3643へ。

国民年金保険料を
社会保険料控除として

申告する場合
　国民年金保険料は、納めた全額が住民税・所得税の
社会保険料控除の対象です。国民年金保険料を社会保
険料控除として申告するには納付金額を証明する書
類の添付が必要です。

確定申告や住民税の申告の際は、10月下旬に日本
年金機構から発送された社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書または領収証書を添付してくださ
い。証明書は下記対象の方に発送されています。

【対象】令和3年1月1日～9月30日の間に国民年金
保険料を納付した方
※令和3年10月1日～12月31日に、令和3年中に初
　めて国民年金保険料を納めた方には令和4年2月
　上旬に控除証明書が発送されます。

【問合せ】ねんきん加入者ダイヤル（ナビダイヤル）
☎0570（003）004（050で 始 ま る 電 話 か ら は
☎（6630）2525）へ。
※いずれも受け付けは月～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。

介護保険料を
社会保険料控除として

申告する場合
　介護保険料は、納めた全額が住民税・所得税の社
会保険料控除の対象です。
●令和3年中に納付書または口座振替で
　介護保険料を納めた方へ
　1月28日㈮に「介護保険料納付済額確認書」を発
送します。申告の際は、確認書の金額をご確認くだ
さい（申告に確認書の添付は不要）。

【問合せ】介護保険課資格係（本庁舎2階）
☎（5273）4273へ。

※令和3年1月～12月の保険料の納付方法が年金
　からの差し引きのみの方には、納付済額確認書
をお送りしませんので、日本年金機構等から1月

　中に発送される「公的年金等の源泉徴収票」をご
　確認ください。
※令和3年中に他の市区町村に納付した保険料が
　ある方は、他の市区町村・新宿区に納付した金額
　の合計額が控除の対象です。
※還付があった場合は、納付額から還付額を差し
　引きます。

衣類のリサイクル～「リボンの会」の取り組み 内藤唐辛子やハーブを使ってスワッグ(壁飾り)作り

エコギャラリー新宿

2月の展示 

　展示時間はお問い合わせください。
●環境学習情報センター
▶2月10日㈭まで…「素敵なカレン
ダーを捨ててしまうのはもったいな
い！キャンペーン」
※2022年版カレンダーを差し上げます。
カレンダーがなくなり次第終了します。
【会場・問合せ】エコギャラリー新宿（西
新宿2―11―4）☎（3348）6277へ。

オンライン消費者講座 

①食生活なんでも相談室
　食品の表示や安全性、食
品ロスについて学びます。
【日時】2月3日㈭午後2時～
3時15分
【講師】大道不二子（消費生活アドバイ
ザー）
②成年年齢引き下げの注意点
【日時】2月11日㈷午後3時～4時30分
【講師】竹内寛（弁護士）

………＜①②共通＞………
【対象】区内在住・在勤・在学の方、各40名
【申込み】▶①は1月31日、▶②は2月7
日（必着）までにファックス（氏名・お住
まいの新宿区の町名・電話番号・電子
メールアドレスを記入）で日本消費生
活アドバイザー・コンサルタント・相談
員協会（NACS）☎（6434）1125（月～

金 曜 日 午 前11時 ～ 午 後5時 ）・
㋫（6434）1161へ。応募者多数の場合
は抽選。同協会東日本支部ホームペー
ジ（㋭http://nacs-east.jp/）からも申
し込めます。

創業スクール

「プラクティス・フィールズ」 

【日時】2月5日～26日の土曜日午後3時
から（5日は午後2時30分から）、全4回
【対象】区内で創業を目指す方、10名
【内容】創業に必要な知識や考え方、実行
力ある事業計画書の作成方法、実務経験
者に聞く創業と経営革新の取り組み
【講師】松澤斉之／日本工芸㈱代表取締
役ほか
【費用】2,000円（4回分、資料代等）
【会場・申込み】2月3日㈭までに電話か
ファックス・電子メール（4面記入例の
ほか現在の仕事内容を記入）で高田馬
場創業支援センター（高田馬場1―32
―10）☎（3205）3031・㋫（3205）1007・
㋱incu@shinjuku-center.jpへ。応 募
者多数の場合は、選考を行う場合があ
ります。

生ごみからたい肥づくりサロン 

生ごみと落ち葉で作るダンボールた
い肥などの情報を交換します。
【日時】2月13日㈰午後1時30分～3時
【会場・申込み】往復はがき・ファック
ス・電子メール（4面記入例のとおり記
入）で2月4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・

㋫（3344）4434（ 第4月 曜 日 休 館 ）・
㋱info@shinjuku-ecocenter.jpへ。同
センターホームページ（㋭https://
www.shinjuku-ecocenter.jp/）か ら
も申し込めます。定員15名。応募者多
数の場合は抽選。

基礎から学ぶ寄せ植え講座 

●球根植物を使った庭園風の寄せ植え
【日時】2月18日㈮午前10時～11時30
分・午後1時30分～3時
【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・電子メー
ルに4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、2月4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・㋱info@shinjuku-
ecocenter.jpへ。各回定員20名。応募
者多数の場合は抽選。同センターホー
ム ページ（㋭https://www.shinjuku-
ecocenter.jp/）からも申し込めます。

シニア生涯ワーキングセミナー 

【日時】3月1日㈫午後1時～3時45分
【会場】ワイム貸会議室（高田馬場1―
29―9、Tdビル4階Room4B）
【対象】55歳以上、35名
【内容】年金など各種制度の基本的知識

を学び、シニア世代の働き方を考える
【持ち物】筆記用具
【共催】新宿区
【申込み】1月25日㈫から電話で同セミ
ナー予約専用ダイヤル☎（5256）6200
（月～金曜日午前9時～午後5時）へ。同
セミナーホームページ（㋭https://
senior-working.com/）からも申し込
めます。先着順。
【問合せ】東京しごとセンターシニア
コーナー☎（5211）2335へ。

聞いてみよう！

「i
イ デ コ

DeCo」と「N
ニ ー サ

ISA」の活用法 

●人生100年時代の資産形成を考えよう
　ウェブ会議ツール「Zoom」
によるオンライン講座です。
内容等詳しくは、ぱる新宿
ホームページ（右上二次元コード）へ。
※iDeCo…個人型確定拠出年金
※NISA…小額投資非課税制度
【日時】2月20日㈰午後2時～4時
【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、
20名
【講師】成宮正和（東京都金融広報アド
バイザー）
【申込み】2月8日㈫までに電子メール
に4面記入例のほか勤務先の名称・所
在地・電話番号を記入し、ぱる新宿（区
勤労者・仕事支援センター）勤労者サー
ビス課☎（3208）2311・㋱order@pal-
shinjuku.jpへ。「Zoom」への接続方法
は、後日電子メールでお知らせします。

▶ボランティアの
皆さんが仕分けし
た衣類の一部
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対象 期　間 利用
車種

料　金 整備完了後の
利用形態一般 学生

大久保駅 半年定期（4～9月） 自転車  6,300円  4,980円 時間利用
落合駅 半年定期（4～9月） 自転車  6,300円  4,980円 時間利用

落合南長崎駅 3か月定期（4～6月） 自転車  3,150円  2,490円 時間利用
新宿駅 半年定期（4～9月） 自転車  6,300円  4,980円 時間利用
新宿西口駅 半年定期（4～9月） 自転車  6,300円  4,980円 時間利用
高田馬場駅
（第一） 半年定期（4～9月） 自転車

原付
 6,300円
10,800円

 4,980円
 8,520円

定期利用・
時間利用

西新宿五丁目駅 3か月定期（4～6月） 自転車  3,150円  2,490円 時間利用
東新宿駅 半年定期（4～9月） 自転車  6,300円  4,980円 時間利用

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（入退場自由）。介護のために
参加が難しい方は、ご相談ください。
【2月の日時・会場】▶四谷の会…3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…22日㈫午後1時～3
時／榎町地域センター（早稲田町85）、
▶わきあいあい…9日㈬午後1時30分
～3時30分／戸山シニア活動館（戸山2
―27―2）、▶大久保・あった会…8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）、▶いっぷ
くの会…5日㈯午後2時～3時30分／
落合第一地域センター（下落合4―6―
7）、▶かずら会…17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）、▶ひととき…17日㈭
午後2時～4時／柏木地域センター（北
新宿2―3―7）
【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。

ささえーる 中落合の講座 

①大塚製薬㈱による社会貢献講座
　「元気で長生き」
【日時・定員】2月17日㈭午後1時～2時
30分（15名）
②男のおつまみ講座
【日時・内容・定員】▶2月15日㈫…豚肉巻
き焼き（8名）、▶3月15日㈫…麻婆春雨（8
名）、いずれも時間は午後2時～4時30分
③ガーデニングサポーター養成講座
（入門編）
【日時・定員】3月16日㈬・23日㈬午後1
時～3時（15名）、全2回

……＜①～③共通＞……
【対象】▶①③は区内在住の方、▶②は
区内在住の男性
【会場・申込み】▶①は2月10日㈭、▶②は2
月8日㈫、▶③は2月28日㈪までに電話ま
た は 直 接、同 館（ 中 落 合1―7―1）
☎（3565）6375（午前9時～午後6時）へ。

新宿いきいき体操講習会 

　加齢に負けない体を作る新宿いきい
き体操を覚えませんか。尿失禁予防が
テーマのミニ講座もあります。
【日時】2月21日㈪午後2時～4時
【会場】百人町地域交流館（百人町2―
18―21）

【対象】区内在住・在勤の方、11名
【持ち物】上履き（スリッパ不可）、飲み
物、タオル、筆記用具。動きやすい服装
でおいでください。
【申込み】1月27日㈭～2月14日㈪に電話
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。

任意後見講座・

任意後見事業説明会 

①任意後見講座
【日時】3月1日㈫午後1時30分～2時
50分
【対象】区内在住・在勤・在学の方、区内
在住の方の親族
【内容】任意後見制度の仕組み、利用ま
での流れ（講師は奥田大介・弁護士）
②任意後見事業説明会
【日時】3月1日㈫午後3時～4時
【対象】区内在住の方とその親族
【内容】区社会福祉協議会の任意後見事
業の内容、利用方法、利用料金ほか

……＜①②共通＞……
【会場】区社会福祉協議会（高田馬場1
―17―20）
【申込み】2月15日㈫までに電話かファ
ックス・電子メール（①氏名（ふりが
な）、②希望する回（講座・説明会・また
は両方）、③電話番号（ファックスで申

し込む場合はファックス番号）、④区内
在住・在勤・在学・区内在住の方の親族
の別、⑤参加方法（Zoomまたは会場の
別）、Zoom参加の方は電子メールアド
レスと住所も記入）で区成年後見セン
ター☎（5273）4522・㋫（5273）3082・
㋱skc＠shinjuku-shakyo.jpへ。定員
45名（会場参加／30名、Zoom参加／
15名）。応募者多数の場合は抽選。

地域ささえあい活動助成金

助成団体募集 

　共同募金を主な財源に地域活動を支
援します。
【対象団体】区内で活動する、福祉団体、
町会・自治会、市民活動団体ほか
【対象事業】4月1日以降に実施する
▶地域福祉の視点が盛り込まれた行事
や活動、▶地域での支えあい活動、▶ふ
れあい・いきいきサロンの運営、▶障害
者等の当事者団体の活動ほか
【申込み】事前連絡の上、所定の申請書
等を2月21日㈪（消印有効）までに郵送
で区社会福祉協議会法人経営課
（ 〒169-0075高 田 馬 場1―17―20）
☎（5273）2941へ。要綱・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。

　4月1日㈮から、明治通りから西側の区域の各駐輪施設を民間事業者による運
用に変更することに伴い、ラック設置等の整備工事を実施します。整備工事等が
完了するまでの期間を暫定的な定期利用期間とし、定期利用者を募集します。詳
しくは、新宿区ホームページでご案内しています。整備工事へのご理解・ご協力
をお願いします。
●定期利用の申し込み方法
　所定の申請書を郵送で提出してください。申請書は各駐輪施設で配布してい
るほか、新宿区ホームページからも取り出せます。
【募集期間】2月17日（必着）まで

明治通りから西側の区域の駐輪施設

◆4月からの整備工事等期間中の定期利用者を募集

管理会社を変更するのはひと苦労
　皆さんは、管理会社と上手にお付き合いができていますか。「何か質問をし
ても回答がない」「要望を出しても反応がない」などの状況が続くと、担当者へ
の不満等から管理会社を変更したほうが良いのだろうかと考えがちです。こ
の場合は、担当者の上席と話すなどの歩み寄りで解決する場合もあります。
　しかし、マンション管理組合の最大の経費と言ってもいい管理委託費
の支出先である管理会社を10年以上も見直さないのは、理事会の怠慢と
言われかねません。一方、管理組合が過度な要求を続けた結果、更新を断
られるケースもあるようです。
　管理会社に反発し過ぎず、任せ過ぎず、うまく距離をとって上手に付き
合うことをおすすめします。

快適なマンションライフのために ３０

【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7階）☎（5273）3567へ。

一言アドバイス

止防害被欺詐

還付金詐欺急増中のため
新型コロナワクチン
３回目接種会場で

注意喚起シール等を配布します

【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。

　少しでも疑問や不安を感じた場合には、最
寄りの警察署または、区危機管理課にご相談
ください。

　払い戻しには申請が必要です。下記対象者に1月28日㈮に発送します。
【対象期間】令和2年8月～3年7月利用分
【対象】住民税非課税世帯で65歳に到達するまでの5年間にわたり、介護保険相当
障害福祉サービス（居宅介護、短期入所等）を利用していた方（一定の要件あり）
【払戻金額】介護保険サービス（訪問介護、通所介護等）で支払った利用者負担額
※60～65歳の間に新宿区に転入した場合は、お問い合わせください。
【問合せ】障害者福祉課経理係（本庁舎2階）☎（5273）4520・㋫（3209）3441へ。

高額障害福祉サービス等給付費を払い戻します

【暫定的な定期利用実施駅】

【定期利用（本運用）実施駅】

※新大久保駅・中井駅・高田馬場駅（第三・H区画）は、工事期間中は無料で利用できます。
※高田馬場駅（第二・A区画）は整備期間中は閉鎖し、整備完了後は時間利用になります。
※都庁前駅は、すでに民営化しており運営事業者に変更がないため、随時申し込みを受け付
けています。
※民営化に伴い、利用形態が定期利用から時間利用に変更となる施設や廃止となる施設があ
ります。運営方法や施設の場所等について、詳しくは新宿区ホームページでご確認ください。

【郵送先・問合せ】日本コンピュータ・ダイナミクス㈱パーキングシステム事業部
（〒141-0031品川区西五反田4―32―1）☎（4213）8016（管理番号：4000）へ。
【区の担当課】交通対策課自転車対策係（本庁舎7階）☎（5273）4144

対象 期　間 利用
車種

料　金
備考

一般 学生

下落合駅 1年間（4～3月） 自転車
原付

 18,000円
 30,000円

 14,160円
 23,640円

高田馬場駅
（B区画） 1年間（4～3月） 自転車

原付
 12,600円
 21,600円

   9,960円
 17,040円 激変緩和料金

高田馬場駅
（I区画） 1年間（4～3月） 自転車  12,600円  9,960円 激変緩和料金

　通年で定期利用になる下落合駅・高田馬場駅（一部）の定期利用者も募集します。
◆4月から通年で定期利用になる駅の定期利用者も募集

▲注意喚起シール
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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。

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

図書館の催し

　定期利用保育は、保護者のパートタイム勤務などで複数月継続して保育を必要
とする（原則として利用希望月初日に就労が決まっている）場合に利用できます。
定期利用保育には、「専用室型定期利用保育」と4・5歳児の定員・保育室に余裕があ
る保育園で実施する「空き保育室型定期利用保育」があります（保育料は保護者の
住民税額・利用日数に応じて区が決定）。
【募集園】下表のとおり。保育時間は午前8時30分～午後5時のうち、就労・通勤に必
要な時間（延長保育はありません）
【必要書類】▶定期利用保育利用申込書、▶保育の必要性を確認できる書類（就労証
明書等）
【申込書等の配布】保育課入園・認定係、定期利用保育実施園で配布しているほか、
新宿区ホームページからも取り出せます。
【申込み】申請書等を2月22日～3月2日（必着）に郵送で保育課入園・認定係
（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎2階）☎（5273）4527へ。保育の必要性の程
度（指数等）や各園の空き状況に応じて利用調整を行い、利用内定者を決定します。
調整結果は3月11日㈮以降にお知らせします。
※窓口での申し込みを希望する方は、事前に電話で来庁日（3月2日㈬まで）を同係
へご連絡の上、おいでください。各園・特別出張所での申し込みはできません。
※認可保育園等の入園申し込みをしていない方が定期利用保育の利用内定をした
場合は、教育・保育給付認定の申請をする必要があります。内定後、認定申請書類を
お送りしますので、利用開始月の前月までに提出してください。

園名 受入月齢 所在地 電話
番号

年齢別利用定員（人）※2
0
歳
1
歳
2
歳
3
歳
4
歳
5
歳 計

空き保育室型定期利用保育

にじいろ保育園西早稲田 満1歳以上
※1 西早稲田1―2―2 （6273）

9227 6 6

専用室型定期利用保育
大木戸子ども園

6か月以上

四谷4―17 （3359）
4212 2 4 4 10

おちごなかい子ども園
（乳児園舎） 中井1―8―12 （3361）

1296 1 4 5
柏木子ども園
（乳児園舎） 北新宿2―3―7 （3369）

1062 1 2 3

西新宿子ども園 西新宿4―35―5 （3377）
9351 1 2 1 4

ウィズブック保育園中落合 中落合3―21―10 （6914）
4960 1 2 3

キッズガーデン新宿西落合 西落合2―7―16、
伊勢光ビル2・3階

（6908）
1723 1 2 3

しんえい子ども園 もくもく 高田馬場4―36―12（5332）5544 2 4 4 10

二葉南元保育園 南元町4 （3351）
3819 1 6 7

定期利用保育
令和4年度の利用児を募集

※1満1歳で離乳食が完了し、幼児食に移行しているお子さんは、特例1歳児として申し込めます。
※2 定員は変更する場合があります。

【展示期間】3月27日㈰までの午前9時～午後10
時（2月28日㈪の休館日を除く）
【会場】新宿スポーツセンター（大久保3―5―1）
【問合せ】
東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課
（第1分庁舎7階）☎（5273）4220へ。

新宿区東京2020展
◀左からひょっこりはん・レインボー（ゲ
スト）、キクチウソツカナイ。（司会）／い
ずれもよしもと芸人

【日時】2月20日㈰午後1時～2時45分
【会場】新宿スポーツセンター（大久保3―5―1）
【対象】小学生、60名
【申込み】電話かはがき・ファックス（4面記入例のほか年齢・学年、電子メールアドレス
（お持ちの方）、質問事項への回答（①1日の平均運動時間が60分以上か、②①がいいえ
の方は運動に取り組めない要因、③スポーツの得意・不得意）を記入）で、2月4日㈮午後
6時（必着）までに吉本興業㈱スポーツ事業部ワクワク!スポーツ体験プロジェクト事務
局（〒160-0022新宿5―18―21）☎（3209）8197・㋫（3209）8264へ。同事務局ホーム
ページ（上二次元コード。㋭https://wakuwakusports.yoshimoto.co.jp）からも申し込
めます。応募者多数の場合は抽選し、2月7日㈪以降に結果をお知らせします。
【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

バレーボール教室
新宿区×よしもと ワクワク！スポーツ体験プロジェクト

▶講師：大林素子

【期間】4月～令和5年3月（いずれのクラスも休館日・閉館日・区事業開催日・8月を除く）
【クラス・時間・対象】下表のとおり。医師から運動を禁止されていない、
団体行動ができ指導員の指示に従える方、各クラス若干名
【会場】新宿コズミックセンター（大久保3―1―2）
【費用（年額）】▶月曜日…28,500円、▶火曜日…34,200円、▶水曜日…36,100円
（いずれも保険料を含む。前期・後期の2回に分けて振り込みで支払い）
【主催・申込み】はがきに4面記入例のほか希望クラス（第2希望まで）・性別・生年月
日・年齢（学年）を記入し、1月31日（必着）までに区水泳連盟（〒169-8799新宿北郵
便局留）☎090（4020）9810（午後7時～9時）へ。応募者多数の場合は抽選。同連盟
ホームページ（右上二次元コード。㋭http://www.shinjyukuswim.com）でもご案
内しています。

水泳・水中ウォーキング教室

クラス 対象 時間

月
曜
日

S1 初心者 初めて水に入る方 午前9時20分～10時25分W1 水中ウォーキング 1人で歩行・衣服の着脱ができる方W2 水中ウォーキング 午前10時25分～11時30分
S2 初級・中級 クロールで15m泳げる方 午前11時30分～午後0時35分

火
曜
日

S3 中級 3泳法を25m以上泳げる方 午前9時20分～10時25分
W3 水中ウォーキング 1人で歩行・衣服の着脱ができる方 午前10時25分～11時30分
S4 初心者～中級 初めて水に入る方～3泳法習得 午前11時30分～午後0時35分

水
曜
日

S5 中級・上級 3泳法を25m以上泳げる方～資格習得を
目指す方 午前9時20分～10時25分

S6 初級・中級 クロールで15m泳げる方 午前10時25分～11時30分
S7 ゆっくり 65歳以上でゆっくり泳ぎたい方 午前11時30分～午後0時35分
S8 初心者～中級 初めて水に入る方～3泳法習得 午後0時35分～1時40分
W4 水中ウォーキング 1人で歩行・衣服の着脱ができる方 午後1時40分～2時45分
K1 幼児（4歳児以上）平成28年4月2日～30年4月1日生まれの方 午後3時15分～4時
K2 小学生（1～3年生）初めて水に入る方～4泳法習得 午後4時10分～5時
K3 小学生（4～6年生）初めて水に入る方～4泳法習得 午後5時10分～6時5分
S9 初心者（中学生以上）初めて水に入る方～4泳法習得 午後6時10分～7時15分
S10 中級 3泳法を25m以上泳げる方 午後7時20分～8時25分
S11 上級 個人メドレーを泳げる方（飛び込み練習有）午後8時30分～9時35分

新宿スポーツセンター

通年・定期教室参加者募集

●申込期間は2月1日㈫～21日㈪
教室の内容・費用・申し込み方法等

詳しくは、同センター（大久保3―5―
1）等で配布しているチラシ、同セン
ターホームページ（㋭https://www.
shinjuku-sportscenter.jp/）でご案内
しています。応募者多数の場合は抽
選。
【問合せ】同センター☎（3232）0171
（毎月第4月曜日を除く午前9時～午後
10時）へ。

区軟式野球連盟の

登録・審判講習会 

①登録
　現在、登録してい
るチームは更新が
必要です。更新登録
が165チームに満
たない場合は、区内
在住・在勤・在学の方9～100名で構成す
る新規に受け付けたチームから抽選で
補充します。令和4年度の同連盟第1回
大会の参加申し込みも受け付けます。

【日時】2月5日㈯午後5時～7時
【費用】1チーム2,000円（年間登録料）、
1名700円（都軟式野球連盟年間納付
金）
※大会に参加する場合は、別途1大会
に付き、1チーム14,000円
【会場・申込み】費用と登録申込書3枚
をお持ちの上、当日直接、新宿コズミッ
クセンター（大久保3―1―2）へ。新規
チームは必ず事前にご連絡ください。
登録申込書は、東京都軟式野球連盟
ホームページ（㋭http://www.tnbb.
or.jp/）から取り出せます。
※登録したチームを対象に、2月19日
㈯午後5時30分から（午後5時開場）同
センターで、区軟式野球連盟総会・代表
者会議を開催します。
②審判講習会
【日時】2月13日㈰午前9時～午後5時
※雨天の場合翌週へ順延します。
【対象】区内在住・在勤・在学の16歳以
上、70名
【会場・申込み】当日直接、西戸山公園野
球場（百人町4―1）へ。昼食をお持ちの
上、運動のできる服装でおいでくださ
い。

……＜①②共通＞……
【問合せ】同連盟☎090（8348）1692
（金子）へ。

新宿NPO活動基礎講座 

●対話を通じて皆が満足できる
　話し合いを目指して
【日時】2月19日㈯午後1時30分～5時30分
【対象】社会貢献活動をしている方、
NPOで活動している方ほか、20名
【内容】組織運営のために、多様な参加
者の自由な対話を生み出しながら協働
を促進する方法
【費用】2,000円（資料代）
【会場・申込み】1月27日㈭から電話かフ
ァックス・電子メール（4面記入例のとお
り記入）で新宿NPO協働推進センター
（高田馬場4―36―12）☎（5386）1315（毎
月第2火曜日を除く午前10時～午後6
時 ）・ ㋫（5386）1318・ ㋱hiroba@
s-nponet.netへ。先着順。オンラインでの
受講もできます。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。

ささえーる 薬王寺の講座

①ささえーる歌声広場
【日時・定員】2月22日㈫午前10時～11
時30分（8名）
②ストレッチ3

さんびー

B体操
【日時・定員】2月25日㈮▶午後1時35
分～2時25分・▶午後2時30分～3時20
分（いずれも同じ内容、各回10名）
③パソコン講座～ワード文書作成
【日時・定員】2月25日㈮午後1時30分
～3時（5名）

……＜①～③共通＞……
【対象】区内在住の方
【会場・申込み】2月4日㈮までに電話ま
たは直接、同館（市谷薬王寺町51）
☎（3353）2333（土・日曜日、祝日を除
く午前9時～午後6時）へ。応募者多数
の場合は抽選。

明るい選挙啓発ポスター展 

　今年度の区入選と佳作の作品を展示
します。
【展示期間】2月1日㈫～14日㈪午前8

時30分～午後9時45分（2月1日㈫は午
後1時から、14日㈪は午後3時まで）
【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【問合せ】区選挙管理委員会事務局（第
1分庁舎3階）☎（5273）3740へ。

区民ギャラリーコンサート 

●ピアノコンサート
　結局、みんなショパンが好き
【日時】2月26日㈯午後2時～3時30分
【会場・申込み】往復は
がき・電子メール（4面
記入例のとおり記入）
で2月5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へ。定員50名。
応募者多数の場合は抽選。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。

子ども・子育て会議  

【日時】2月3日㈭午後2時30分～4時
30分
【会場】区役所本庁舎6階第3委員会室
【申込み】傍聴を希望する方は、電話か
ファックス（4面記入例のとおり記入）
で、子ども家庭課管理係（本庁舎2階）
☎（5273）4260・㋫（5273）3610へ。託
児はありません。

ユニバーサルデザイン

まちづくり審議会

【日時】2月4日㈮午前10時～12時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は、
当日直接、区役所本庁舎6階第2委員
会室へ。
【問合せ】景観・まちづくり課（本庁舎8
階）☎（5273）3831へ。手話通訳・要約
筆記等の配慮が必要な方は1月28日㈮
までにご連絡ください。

　東京大学名誉教授の上野千鶴子さんを講師に迎え、誰もが迎える人生の最期を
自分らしく迎えるためにはどのような考え方が必要なのか、自分らしい人生を貫
くための心構えについて語っていただきます。
【対象】区内在住・在勤・在学でYouTube動画を視聴する機器をお持ちの方
【内容】▶第1部…ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰式
▶第2部…講演（上野千鶴子／東京大学名誉教授）
【申込み】1月27日㈭～3月24日㈭に新宿区ホームページ（上二次元コード）から申
し込めます。申込者へ動画サイトのURLを送付します。
【問合せ】男女共同参画課☎（3341）0801へ。

男女共同参画フォーラム
オンライン講演
「最期まで自分らしく生き切る」

▲上野千鶴子
　（撮影：菅野勝男）

　YouTubeを利用してフォーラムの動画（2時間程
度）を3月18日㈮～31日㈭に配信します（字幕あり。通
信費等は申込者負担）。

▲展示の様子

　東京2020オリンピック・パラリンピック
の選手たちの活躍を収めた報道写真と、大会
期間中に発行された新聞の号外を展示して
います。

戸山荘史跡柱巡り

【日時】1月30日㈰午後1時～2時
【集合場所】戸山生涯学習館（戸山2―
11―101）前
【申込み】1月27日㈭から電話または直
接、戸山図書館へ。先着15名。

人形劇

【日時】2月5日㈯午後2時30分～3時40
分
【会場】北新宿生涯学習
館（北新宿3―20―2）
【対象】小学生以下のお
子さんと保護者、20名
【上演作品】「おむすびころりん」「くい
しんぼうのミーちゃん」
【申込み】1月27日㈭から電話で北新宿
図書館へ。先着順。

親子で一緒に!

楽しくリフレッシュ体操

【日時】2月7日㈪・17日㈭午前11時～
12時（いずれも同じ内容）
【対象】1歳までのお子さんと保護者、
各回5組

【内容】リズム体操や組体操ほか
【会場・申込み】1月27日㈭から電話ま
たは直接、下落合図書館へ。先着順。

中国語と日本語のおはなし会

【日時】2月11日㈷午後3時～3時30分
【会場・申込み】当日午後2時45分まで
に直接、こども図書館へ。定員8組。応
募者多数の場合は抽選。

情報リテラシー講座（オンライン）

●図書館活用術～編集的思考でフェイク
　から身を守るために
　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）。参加者にID・パス
ワードをお知らせしま
す。
【日時】2月12日㈯午後2時～4時
【申込み】1月27日㈭～2月9日㈬に電
子メール（4面記入例のとおり記入）で
中央図書館（㋱shinjuku-lib-event@
library.shinjuku.tokyo.jp）へ。先 着
30名。

「わーいにてる?

みんなで描こう!似顔絵」講座

【日時】2月13日㈰▶①午
前10時～12時、▶②午後
2時～4時
【会場】四谷地域センター
（内藤町87）
【対象】小学生以上、各回10名
【申込み】1月27日㈭～2月6日㈰に電
話または直接、四谷図書館臨時窓口へ。
先着順。

調理ワークショップ

「内藤とうがらし料理」

【日時】2月19日㈯午前10時
30分～午後2時（午前10時
15分開場）
【会場】四谷地域センター（内
藤町87）
【対象】15歳以上、12名
【持ち物】エプロン、三角巾、飲み物
【申込み】1月27日㈭～2月7日㈪に電
話または直接、四谷図書館臨時窓口へ。
応募者多数の場合は抽選し、2月14日
㈪までに当選者にのみ連絡します。

北新宿図書館ミニシアター

「或る夜の出来事」

【日時】2月19日㈯午後2時30分～4時
30分
【会場】北新宿生涯学習館（北新宿3―
20―2）
【申込み】1月27日㈭から電話で北新宿
図書館へ。先着15名。

介護高齢者支援“趣味”講座

●腕編みでスヌードを作ろう
【日時】2月25日㈮午後2時～3時30分
【会場・申込み】1月27日㈭か
ら電話または直接、下落合図
書館へ。先着6名。

図書館 所在地 電話番号

中央・こども 大久保3―1―1 （3364）
1421

四谷
（臨時窓口） 内藤町87 （3341）

0095

戸山 戸山2―11―101 （3207）1191

北新宿 北新宿3―20―2 （3365）
4755

下落合 下落合1―9―8 （3368）
6100

リサイクル講座 

●電池チェッカー作り
【日時】2月19日㈯▶①午前10時～12時、
▶②午後1時30分～3時30分
【対象】区内在住の小学生以上のお子さ
んと保護者、各回5組10名
【持ち物】筆記用
具、子ども用軍
手、使いかけの乾
電池1本
【会場・申込み】往復はがきに4面記入
例のほか希望する回（①②の別）を記
入し、2月8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。

こども“プチ”まつり 

●3R（リユース・リデュース・リサイクル）
　を体験
【日時】3月6日㈰▶①午前10時～12
時、▶②午後1時30分～3時30分

【対象】区内在住
の小学生までの
お子さん（小学2
年生までは保護
者同伴）、各回
20名
【内容】新宿リサイクル活動センターの
施設見学、3Ｒに関するゲーム、おもち
ゃ遊び（景品あり）
【会場・申込み】往復はがきに4面記入
例のほか、希望時間（①②の別）、お子
さんの年齢(保護者の氏名も)を記入
し2月16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。

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

▲過去のイベントの様子



（6）第 2380号 …イベント …講座 令和4年（2022年）1月25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・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

【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
※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。

5月7日～31日
宿泊分

箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳

区民保養施設の利用申し込み

◎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】2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。2月19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。
◎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…2月21
日㈪、▶一般予約…3月1日㈫
【5月の休館日】▶箱根つつじ荘…5月

10日㈫～12日㈭、▶グリーンヒル八ヶ
岳…5月9日㈪・10日㈫
■グリーンヒル八ヶ岳からのお知らせ
●  新宿駅西口発観光バスツアー
　往復バスと宿泊・観光（2泊3日）がセ
ットになっています。申し込みには事
前に宿泊予約が必要です。
【5月の出発日・コース】▶11日㈬…鶴
峯公園、富士芝桜まつり、▶17日㈫…
上高地散策、静岡の碧テラス、▶24日
㈫…軽井沢ハルニレテラスでの昼食、
中山道の街並み「奈良井宿」
【問合せ】グリーンヒル八ヶ岳☎0551
（32）7011へ。
■箱根つつじ荘からのお知らせ
　工事のため3月31日㈭まで全館休館
します。
【問合せ】利用について…▶箱根つつじ
荘☎0460（82）1144、▶工事について…
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へ。

双子の会講演会・交流会 

●先輩ママに聞く双子の育児
【日時】2月15日㈫午後1時30分～3時
【対象】乳幼児の多胎児を子育て中・妊
娠中の方、10名
【内容】講話・小物作り（講師
は北七子／助産師）
【会場・申込み】1月27日㈭
から電話で落合保健セン
タ ー（ 下 落 合4―6―7）
☎（3952）7161へ。先着順。託児あり。

親子運動プログラム「産後ママ

のフィットネスwithベビー」 

健康のために赤ちゃんと
一緒にできる効果的な運動
のやり方を学びませんか。
【日時】2月21日㈪午後1時15分～2時
25分・午後2時50分～4時（2回とも同
じ内容）
【対象】区内在住の4～9か月児と母親、
各回10組
【会場・申込み】1月27日㈭から電話かフ
ァックス（4面記入例のとおり記入）で
東新宿保健センター（新宿7―26―4）
☎（3200）1026・㋫（3200）1027へ。先
着順。1人目のお子さん優先。

しんじゅく難病サロン 

自分らしく生活するための学びや療
養体験の情報交換をして、気持ちを分
かち合ったり、気分をリフレッシュで
きるミニプログラムを行う会です。
【日時】2月22日㈫午後2時～3時30分
【対象】区内在住・在勤・在学で難病を抱
えている方、介護者・ご家族、15名
【内容】簡単ストレッチ（講師は西村
公美恵／ヨガ講師）、交流会

【会場・申込み】1月27日㈭から電話か
ファックス（4面記入例のとおり記入）
で落合保健センター（下落合4―6―7）
☎（3952）7161・㋫（3952）9943へ。先
着順。

個別住宅相談会 

　建築士・税理士・司法書士等の専門家
がリフォームや契約、住宅取得や相続
に伴う税務相談など、住宅全般に関す
る相談を無料でお受けします。
【日時】2月5日㈯午前10時～午後4時
【会場】けんせつプラザ東京1階（北新
宿1―8―16）
【後援】新宿区
【申込み】1月27日㈭～2月4日
㈮に電話で東京土建設計者
の会☎（5332）3971へ。同会
ホームページ（右上二次元コード。
㋭http://tokyodoken-sekkei.com）か
らも申し込めます。先着12名。

市民とNPOの交流サロン

（オンライン） 

　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用し
たオンライン講座です。新宿NPO協働
推 進 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ
（㋭https://snponet.net）から事前に
お申し込みください。詳しくは、お問い
合わせください。
【日時】2月10日㈭午後6時45分～8時45分
【内容】自殺とうつを予防し、誰もが人
間らしく笑顔で生きる平和社会づくり
に向けて活動しているNPO法人日本
ピーススマイル協会の活動紹介（語り
手は同法人）
【問合せ】新宿NPOネットワーク協議
会事務局☎（5206）6527へ。

◆4年度監視指導における重点事業
①食肉の生食、加熱不足に伴う食中毒対策  ②ノロウイルスによる食中毒対策
③アニサキス等寄生虫による食中毒対策　④輸入食品対策
⑤HACCPに沿った衛生管理の制度化への対応

　いただいたご意見を参考に計画を策定します。計画（案）の全文は衛生
課、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、
区立図書館で配布するほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。

食品衛生監視指導計画（案）令和４年度ご意見を
募集

【ご意見の提出方法・問合せ】2月8日（必着）までに郵送・ファックスまたは直
接、衛生課食品保健係（〒160-0022新宿5―18―21、第2分庁舎3階）☎（5273）
3827・㋫（3209）1441へ。新宿区ホームページからも受け付けます。

任用期間は4月1日～令和5年3月31日、交通費支給あり。いずれも申
し込み方法等詳しくは、各申し込み先等で配布する募集案内や新宿区
ホームページ(右二次元コード)でご案内しています。

区の会計年度任用職員等を
募集します

高齢者福祉相談員

【対象】社会福祉士・保健師・看護師・主
任介護支援専門員・介護支援専門員の
いずれかの資格をお持ちで、地域包括
支援センター等で高齢者相談の実務経
験が1年以上ある方、1名
【勤務日時】原則として月～金曜日のう
ち週4日、1日7時間30分（午前8時30分
～午後5時）
【勤務場所】地域包括ケア推進課
【勤務内容】介護予防支援、介護予防ケ
アマネジメントに関する相談業務ほか

【報酬（月額）】24万円程度。期末手当あ
り。社会保険等に加入。
【選考】▶1次…書類・作文、▶2次…面
接（2月28日㈪を予定） 
【申込み】所定の申込書、職務経歴書、資
格証の写し、作文（A4判横書き原稿用紙
400字程度。テーマは募集案内に記載）
を2月10日㈭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へ郵送
（必着）または直接、お持ちください。

保健衛生業務員

【対象】看護師の資格をお持ちで、パソコン
（ワード・エクセル等）ができる方、1名
【勤務日時】原則として月～金曜日のう
ち週1日、1日6時間
【勤務場所】牛込保健センター
【勤務内容】保健センターでの相談業
務、健診業務等
【報酬（月額）】45,000円程度

【選考】▶1次…書類・論文、▶2次…面接
【申込み】所定の申込書（写真を貼る）、資
格証の写し、論文（A4判横書き原稿用紙
に1,000字程度。テーマは募集案内に記
載）を2月4日㈮までに牛込保健セン
ター（〒162-0805矢来町6）☎（3260）
6231へ郵送（必着）または直接、お持ち
ください。

精神障害者相談支援員

【対象】精神保健福祉士の資格をお持ち
で、精神障害者支援の実務経験がある
方、2名
【勤務日時】原則として月～金曜日のう
ち週4日、午前8時30分～午後5時15分
のうち7時間30分（週30時間）
【勤務場所】四谷保健センター・東新宿
保健センター（新宿7―26―4）、各1名
【勤務内容】措置入院患者等への退院後
の支援ほか
【報酬（月額）】26万5,000円程度。期末

手当あり。社会保険等に加入。
【選考】▶1次…書類・論文、▶2次…面
接
【申込み】所定の申込書（写真を貼る）、
資格証の写し、論文（A4判横書き原稿
用紙1,000字程度。テーマは募集案内
に記載）を2月4日㈮までに四谷保健セ
ンター（〒160-0008四谷三栄町10―
16）☎（3351）5161へ郵送（必着）また
は直接、お持ちください。

国民健康保険調査員

【対象】診療報酬明細書（医科）の内容点
検事務の経験がある方、若干名
【勤務日時】原則として月～金曜日の週
5日、午前9時～午後4時
【勤務場所】医療保険年金課
【勤務内容】診療報酬明細書（医科）の内
容点検事務ほか
【報酬（月額）】21万3,000円程度、期末
手当あり。社会保険等に加入。

【選考】▶1次…書類・論文、▶2次…面
接
【申込み】所定の申込書（写真を貼る）、論
文（A4判横書き原稿用紙に1,000字程
度。テーマは募集案内に記載）を2月4日
㈮までに医療保険年金課国保給付係
（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎
4階）☎（5273）4149へ郵送（必着）また
は直接、お持ちください。

【対象】保健師または看護師の資格をお
持ちの方、若干名
【勤務日時】原則として月～金曜日のう
ち週4日、1日7時間30分（週30時間）
【勤務場所】保健予防課
【勤務内容】新型コロナ初期スクリーニン
グPCR検査の検体採取、積極的疫学調査等
【報酬（月額）】30万2,000円程度。期末
手当あり。社会保険等に加入。

【選考】▶1次…書類・論文、▶2次…面
接（2月中旬）
【申込み】所定の申込書（写真を貼る）、
資格証の写し・論文（A4判横書き原稿
用紙800字程度。テーマは募集案内に
記載）を2月10日㈭までに保健予防課
（〒160-0022新宿5―18―21、第2分
庁舎分館1階）☎（5273）3862へ郵送
（必着）または直接、お持ちください。

新型コロナウイルス感染症対策業務専門員
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新型コロナ (COVID-19 )の各種相談

内容 相談先 電話・ファックス

個
人
向
け

【子育て世帯への臨時特別給付】　▶子ども1人に付き10万円　新宿区から令和3年9月分の児童手当を受給して
いる方または受給要件を満たす方、令和3年9月1日～4年3月31日に出生した新生児の児童手当を新宿区から受
給している方または受給要件を満たす方、平成15年4月2日～18年4月1日に出生した高校生等を養育している
方で所得が児童手当の所得制限限度額未満の方への給付金

《新宿区》子ども家庭課子ども医療・手当係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）4546
㋫（3209）1145

【子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）】　▶50,000円
新型コロナで家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給世帯と同じ水準のひとり親世帯等への給付金

《新宿区》子ども家庭課育成支援係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）4558
㋫（3209）1145

【子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）】　▶50,000円　平成15年4月2日（障害児の場合は13年4月
2日）～令和4年2月28日に出生したお子さんを養育する方で、令和3年度住民税均等割が非課税の世帯等への給付金

《新宿区》子ども家庭課子ども医療・手当係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）4546
㋫（3209）1145

【東京都出産応援事業】　▶子ども1人に付き10万円分の育児用品や子育てサービス
令和3年1月以降に出生したお子さんがいる世帯が対象

《新宿区》子ども家庭課子ども医療・手当係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）4546
㋫（3209）1145

【傷病手当金】　▶1日に付き上限30,887円
給与等の支払いを受けている国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナ感染等で労務に服
することができず給与等の支払いを受けられなかった方への手当金

①国民健康保険…《新宿区》医療保険年金課国保給付係
（午前8時30分～午後5時）
②後期高齢者医療制度…《東京都》後期高齢者医療広域連
合（午前9時～午後5時）※いずれも土・日曜日、祝日等を除く。

①☎（5273）4149
　㋫（3209）1436
②☎0570（086）519
ⅠP電話等☎（3222）4496

【休業支援金・給付金】　▶1日に付き上限11,000円　事業主の指示により休業し休業に対する賃金（休業手当）
を受けられない中小企業の労働者、大企業のシフト制労働者等への給付金

《厚生労働省》新型コロナウイルス感染症対応休業支援
金・給付金コールセンター（午前8時30分～午後8時、土・
日曜日、祝日は午後5時15分まで）

☎0120（221）276

【住民税非課税世帯等への臨時特別給付金】 ▶1世帯に付き10万円　令和3年12月10日（基準日）時点で新宿区
の住民基本台帳に記録されており世帯全員の令和3年度の住民税（均等割）が課税されていない世帯、新型コロナ
の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯への給付金

《新宿区》臨時特別給付金コールセンター
（土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後7時。2月13
日㈰までは土・日曜日、祝日も受け付け）

☎0120（005）885
㋫（5273）4366

【個人向け資金貸付】　新型コロナの影響による休業等で収入が減少した世帯への緊急小口資金・総合支援資金
（生活費支援費）の貸し付けの特例措置（原則として申請は郵送）　※申請期限は3月31日（必着）

《新宿区社会福祉協議会》
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3546
㋫（5273）3082

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金】　▶単身世帯…6万円、▶2人世帯…8万円、▶3人以上世帯…10万円
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯に対する給付金　※申請期限は3月31日㈭

《新宿区》自立支援金受付窓口
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）4122
㋫（3209）0278

【住居確保給付金】　離職等により住居を失うおそれのある方等に対する家賃相当額の給付金（上限あり。世帯
収入等、諸条件あり。原則として申請は郵送）

《新宿区》生活支援相談窓口
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3853
㋫（3209）0278

【就学援助】　令和2年分の世帯収入が認定基準額以下で義務教育期間中のお子さんがいる家庭に学習に必要な
経費の一部を支援。新型コロナの影響により令和3年中の所得が減少した場合も対象になる場合あり

《新宿区》学校運営課学校運営支援係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3089
㋫（5273）3580

企
業
向
け

資
金
繰
り
等

【東京都中小企業者等月次支援給付金】　▶中小企業等…（9・10月分）各月上限60万円、▶個人事業者等…
（9・10月分）各月上限30万円　国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩
和し、都独自で支給する給付金　※申請期限は9月分は1月31日㈪、10月分は2月28日㈪

《東京都》中小企業者等月次支援給付金コールセンター
（午前9時～午後7時） ☎（6740）5984

【中小企業の相談・支援】　▶①利子と保証料全額補助の緊急融資のあっせん（貸付限度額1,000万円）、▶②おもてなし
店舗支援（感染症拡大防止にかかる費用や新たに宅配・テイクアウト等を始める際の経費、販売促進に係る経費の一部
を助成。上限10万円）、▶③専門家活用支援（上限10万円まで複数回申請可）、▶④セーフティネット保証、▶⑤商工相
談、▶⑥行政書士無料相談ほか　※令和3年度分の申請期限は②は3月15日㈫、③は3月31日㈭

《新宿区》産業振興課産業振興係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）
※商工相談（予約制）は午前9時～午後7時

☎（3344）0701
㋫（3344）0221

【店舗等賃貸人への家賃減額分の助成】　減額した家賃の4分の3（令和3年4月～4年3月分は月75,000円を限度）
店舗等の賃貸人が、売り上げが減少している事業者に対し、家賃を減額した場合に減額した家賃の一部を助成
※申請期限は2月28日㈪

《新宿区》産業振興課産業振興係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3554
㋫（3344）0221

【業態転換支援】　▶費用の5分の4（上限100万円）　中小飲食事業者が売上確保の取り組みとして新たにテイ
クアウト・宅配等を始める場合にかかる費用を助成　※申請期限は3月31日㈭

《東京都》東京都中小企業振興公社業態転換担当
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後4時30分） ☎（6260）7027

休
業
補
償

【雇用調整助成金】　▶1人1日上限15,000円　
新型コロナで休業等を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するための助成金

《厚生労働省》雇用調整助成金コールセンター
（午前9時～午後9時） ☎0120（60）3999

【学校等休業助成金・支援金】　▶事業主…労働者1人1日上限15,000円  ▶フリーランスの方…1日上限7,500円
新型コロナによる小学校等の臨時休業に伴い、雇用する労働者の申し出により有給休暇を取得させた事業主や、
小学校等の臨時休業に伴い、お子さんの世話で仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への国の補償

《厚生労働省》
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
（午前9時～午後9時）

☎0120（60）3999

経済支援について

内容 相談先 電話・ファックス等
発熱、咳・痰、味覚・嗅覚異常、全身倦怠感等の症状がある方の相談
Consultations for residents having symptoms such as a fever,cough,phlegm
※かかりつけ医がいる方は、まずかかりつけ医に電話で相談し、その指示に従ってください。

《新宿区》発熱等電話相談センター
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後5時）

☎（5273）3836
㋫（5273）3820

《東京都》発熱相談センター★1 ☎（5320）4592

新型コロナに関する一般的な相談（症状はないが心配、予防方法など）
General consultations about the novel coronavirus

《新宿区》新型コロナウイルス電話相談センター（後遺症の相談含む）
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後5時）

☎（5273）3836
㋫（5273）3820

《東京都》新型コロナ・オミクロン株コールセンター（一般電話相談）
（午前9時～午後10時）★1 ☎0570（550）571
《厚生労働省》電話相談窓口（午前9時～午後9時）★2 ☎0120（565）653

《LINE相談》新型コロナ対策パーソナルサポート@東京（東京都） ㋭https://lin.ee/
dCynj8n

【多言語での医療機関案内サービス】Informations on Medical Institutions in Foreign Languages 《東京都》保健医療情報センター「ひまわり」（午前9時～午後8時）★3 ☎（5285）8181
【聴覚障害のある方向け】症状・予防など 《東京都》新型コロナウイルス感染症相談窓口 ㋫（5388）1396

【妊産婦の方向け】症状・予防など
《東京都》妊娠相談ほっとライン（午前10時～午後10時） ☎（5339）1133
《東京都》オンライン助産師相談
（月～土曜日は午前9時～午後7時、日曜日・祝日は午前11時～午後4時）

㋭https://coubic.
com/jmat/834046

【外国人向け生活相談】　Tokyo Multilingual Consultation Navi 《東京都》東京都多言語相談ナビ（TMC Navi）★4
（土・日曜日、祝日等を除く午前10時～午後4時。ミャンマー語は木曜日のみ） ☎（6258）1227

【接待を伴う飲食店等の従業員と利用者向け】店舗での感染防止対策や症状が出た際の対応
【For employees of restaurants offering alcoholic beverage services and customers】
Infection prevention measures and response when symptoms appear in restaurants

《東京都》もしサポコールセンター（午前9時～午後10時）★1 ☎0570（057）565

ワクチン接種予約・会場、接種券の発送等の問い合わせ 《新宿区》新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター★5
（午前8時30分～午後7時）

☎（4333）8907
☎0570（012）440
㋫050（3852）1343

ワクチン接種後に医学的知見が必要となる専門相談 《東京都》新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター★1 ☎（6258）5802
ワクチンの有効性や安全性など 《厚生労働省》新型コロナワクチンコールセンター（午前9時～午後9時） ☎0120（761）770
★1英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・ミャンマー語・タイ語・フランス語・ポルトガル語・スペイン語に対応
　（SERVICES in foreign languages：English,中文,한국,Tiếng việt,Tagalog,नेपाली,ြမန်မာ,ไทย,Le français,Português,Español）
★2英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語に対応　（SERVICES in foreign languages：English,中文,한국,Português,Español,ไทย,Tiếng việt）
★3英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語　（SERVICES in foreign languages：English,中文,한국,ไทย,Español）
★4やさしい日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ロシア語・タガログ語・ベトナム語・ヒンディー語・ネパール語・フランス語・インドネシア語・ミャンマー語
　（SERVICES in foreign languages：English,中文,한국,Português,Español,ไทย,русский,Tagalog,Tiếng việt,िहनदी,नेपाली,Le français,Bahasa indonesia,ြမန်မာ）
★5英語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語・ポルトガル語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・マレー語・ミャンマー語・クメール語・モンゴル語
　（SERVICES in foreign languages：English,中文,한국,ไทย,Tiếng việt，indonesia,Tagalog,नेपाली,Português,Español,Le français,Deutsche,italiano,русский,Melayu,ြမန်မာ,ែខរ,Монгол）

症状・感染予防・受診等・ワクチンについて

詳しくは、各所のホームページをご確認ください。
1月17日時点の情報をホームページ等を参考に掲載しています

内容 相談先 電話・ファックス
特別区民税・都民税、軽自動車税の納付相談 《新宿区》税務課納税係（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時） ☎（5273）4534・㋫（3209）1460
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 《新宿区》保険料減免担当（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後5時） ☎（5273）4189・㋫（3209）1436

国民年金の特例免除・学生納付特例 《新宿区》医療保険年金課年金係（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時） ☎（5273）4338・㋫（3209）1436
《新宿年金事務所》（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時15分） ☎（6278）9311・㋫（6278）9320

区立住宅使用料等の減免 《新宿区》住宅課区立住宅管理係（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時） ☎（5273）3787・㋫（3204）2386
新型コロナの影響で経済支援等を受ける際に必要な各種証
明書（課税・非課税・納税証明、住民票等）の事務手数料の免除

《新宿区》①戸籍住民課住民記録係  ②税務課収納管理係
（いずれも土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

①☎（5273）3601・㋫（3209）1728
②☎（5273）4139・㋫（3209）1460

区税・保険料の納付等について



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 2380号　令和4年（2022年）1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

※給付を装った「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」には十分ご注意ください。
※区の職員がATMの操作・手数料の振り込み等をお願いすることや暗証番号を聞き取ることは絶対にありません。

【本給付事業の担当】区臨時特別給付金対策室
〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎地下1階
☎（5273）4112・㋫（5273）4366

住民税非課税世帯等への

臨時特別給付金

　国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として臨時特別給付金事業を実施します。
　今回は、広報新宿1月15日号でお知らせした住民税（※）非課税世帯向けの支給とは別に、家計
急変世帯向けの支給についてお知らせします。

※2月7日㈪から新宿区ホームページ（右
二次元コード）からも申請書類等を取り
出せます。

【申請書類の配布場所】

▶区役所本庁舎
▶各特別出張所
▶消費生活就労支援課（第2分庁舎3階）
▶区立産業会館（西新宿6―8―2、BIZ新宿4階）
▶各高齢者総合相談センター
▶生活福祉課（第2分庁舎1階）
▶区社会福祉協議会（高田馬場1―17―20）
▶子ども総合センター（新宿7―3―29）
▶各子ども家庭支援センター
▶ハローワーク新宿／歌舞伎町…歌舞伎町2―42―10、
西新宿…西新宿1―6―1、新宿エルタワービル23階）

2月7日㈪から下記で案内チラシ・申請書類等を配布

家計急変世帯とは
　令和3年度の住民税（均等割）が課
税されている世帯のうち、新型コロナ
の影響を受けて家計が急変し、住民税
非課税世帯と同様の事情にあると認
められる世帯
※令和3年度の住民税（均等割）が課　
税されている世帯員全員の年間の　
収入見込み額が非課税水準に相当　
する額以下である世帯を指します。
※年間収入見込み額は、令和3年1月
　以降の任意の1か月の収入をもと
　に、1年間の収入を推計して判断し
　ます。
※住民税が課税されている方の扶
　養親族等のみからなる世帯は対
　象外です。

【支給金額】 1世帯に付き10万円

※申請受け付け後に、支給の決定を行います。
※申請時に住民登録をしている自治体に申請してください。

申請が必要

【申請方法】

　申請書に必要事項を記入し、申請書送付用（申請書に付属）で
郵送してください（切手不要）。

原則郵送

【申請期限】

令和4年9月30日㈮（当日消印有効）

期限までに申請がない場合
受給できません

【振込時期・方法】
　区に申請書が到達してからおおむね1か月後、口座振り込み
※振り込み前に支給通知書を送付します。
※口座がない方は下記コールセンターへご相談ください。

相談窓口の設置
【期間】2月7日㈪～3月31日㈭
　　　（土・日曜日、祝日を除く）
【時間】午前8時30分～午後5時15分
　　　（火曜日は午後7時15分まで）
【場所】区役所本庁舎地下1階

接種記録等を登録して画面を提示すると特典が受けられます接種記録等を登録して画面を提示すると特典が受けられます接種記録等を登録して画面を提示すると特典が受けられます
ＴＯＫＹＯワクションアプリ

「文化財の特別公開」
「地域文化財制度10周年記念写真パネル展」

いずれも新宿歴史博物館で実施中

【期間】2月27日㈰まで（2月14日㈪は休館）
【会場】新宿歴史博物館（四谷三栄町12―16）
【時間】午前9時30分～午後5時30分（入館は午後5時まで）
【費用】大人300円、小・中学生150円（文化財の特別公開のみ必要）
【問合せ】▶文化観光課文化資源係（第1分庁舎6階）☎（5273）4126・㋫（3209）
1500、▶新宿歴史博物館☎（3359）2131・㋫（3359）5036へ。

　今年度新たに新宿区指定文化財に
指定された「巴

ともえこうむつみ

講睦の獅
し し が し ら

子頭」（写真）
を、常設展示室で公開しています。

文化財の特別公開

　地域で継承された文化資源を保存・活用するため創設された「新宿区地域文化
財」制度の仕組みと、これまで認定された46件の地域文化財を紹介しています。

地域文化財制度10周年記念写真パネル展

を、常設展示室で公開しています。
有形民俗文化財
巴
ともえこうむつみ
講 睦の獅

ししがしら
子頭 雌雄一対

※通常は非公開

　優秀賞10作品のレシピカード（下図）を、健康づくり課のほか下記
配布場所で2月下旬まで配布します（なくなり次第終了）。新宿区
ホームページ（右二次元コード）でもご案内しています。
【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・㋫（5273）3930へ。

テーマは「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」

レシピカードを配布しています
令和３年度新宿区メニューコンクール受賞者の

● レシピカードの配布場所（29か所）●

スーパー…▶キッチンコート神楽坂店、▶コープみらい落合店・戸山店・富久店・
西落合店、▶三徳新宿本店・河田店、▶ピーコックストア高田馬場店、▶セーヌよ
しや柳町店、▶ライフ若松河田駅前店、▶㈱マルエツ新宿六丁目店、▶マルエツプ
チ下落合駅前店、▶ヨークフーズ早稲田店、▶㈱いなげや新宿小滝橋店、▶スー
パーみらべる中井店、▶オリンピック新宿百人町店
商店…▶魚の金駒（四谷2）、▶兵庫屋本店（左門町）、▶柳田水産（新宿1）、▶小倉
屋青果店（馬場下町）、▶肉のマキ（早稲田鶴巻町）、▶松ヶ谷精肉店（山吹町）、▶
㈱高柳商店豊島屋（市谷台町）、▶八百吉商店（高田馬場4）、▶トリイチ綜合食品
販売㈱（大久保2）、▶魚ごん（上落合3）、▶㈲八百誠（下落合3）、▶住吉精肉店（中
落合4）、▶前島鮮魚店（西落合2）

【問合せ】▶TOKYOワクションアプリ…東京都福祉保健局企画政策課
☎（5320）4019・㋫（5388）1401、▶区提供の特典…文化観光課文化資源係（第1分
庁舎6階）☎（5273）4126・㋫（3209）1500へ。

◆区が提供する特典
❖記念館等（右写真）の3館共通無料招待券
　（先着300名）
　次の来館時、無料で入館できます
（招待券提供時は入館料が必要）。
【配布期間】2月1日㈫～3月31日㈭
【利用期限】12月28日㈬ 漱石山房記念館 新宿歴史博物館

▲雄▲雌

区臨時特別給付金コールセンター ☎0120（005）885
【開設期間】9月30日㈮まで（土・日曜日、祝日を除く。2月13日㈰までは土・日曜日、祝日も受け付け）
【受付時間】午前8時30分～午後7時

手続きなどのお問い合わせはこちら

　アプリの登録方法等詳しくは、TOKYO
ワクション特設ホームページ（㋭https://
tokyo-vaction.jp）でご案内しています。

林芙美子記念館

※ここでいう住民税は市町村民税（特別区民税）のことです。

臨時特別給付金
住民税非課税世帯向け 広報新宿1月15日号に掲載。

対象者には順次書類を送付しています。

※給付金の受給はどちらか一方、1回のみ
家計急変世帯向け
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