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ICT 講 演 会 （オン ライ ン）
障害がある方との
コミュニケーション方法
【日時】3月22日㈫午後1時30分〜3時
【対象】Zoomを視聴できる機器と電子
メールアドレスをお持ちの方、100名
【講師】寺田真智子
（MACO代表）
【申込み】
3月18日㈮までに区立障害者
福祉センターホームページ（㋭http://
shinjyuku-fukushi-center.org/）から
お申し込みください。先着順。
【問合せ】
同センター☎
（3232）
3711へ。
●

西 新宿 シ ニ ア 活 動 館の催し
（オン ラ イ ン ）

第 2384号（3）

た は 直 接、同 館（ 西 新 宿4―8―35） ☎
（3341）
0801・ ㋫
（3341）
0740へ。申
市 民 と NPO の 交 流 サ ロ ン
☎（3377）9380へ。応募者多数の場合 込書は同課で配布しているほか、新宿
（ オン ライン ）
は抽選。当選者には3月26日㈯以降に 区ホームページから取り出せます。
【日時】
3月10日㈭午後6時45分〜8時45分
電話で連絡し、
IDとパスワードをお知
【内容】
「人と犬とが真に共生する社会」
の
らせします。
実現に向けて活動しているNPO法人日本
同伴犬協会の活動紹介
（語り手は同法人）
環境影響評価書案に 係 る
【申込み】
当日午後5時45分までに新宿NPO
見解書の縦覧等
協働推進センターホームページ
（㋭https://
し んじゅ く女性団体会議
●
（仮称）
神宮外苑地区市街地再開発事業 snponet.net）
からお申し込みください｡
新規会員
◎縦覧・閲覧
【問合せ】新宿NPOネットワーク協議
● 4月からの参加を希望する場合は
【縦覧・閲覧期間】3月7日㈪〜28日㈪午 会事務局☎
（5206）
6527へ。
3月22日（必着）までに申し込みを
前9時30分〜午後4時30分
１日現在
2月の新宿区の人口 （増減は前月比）
女性団体相互の連携と女性が自ら意 【縦覧場所】
環境対策課
（本庁舎7階）
ほか
住民基本台帳人口
340 929人（293人減）
世帯数
216 640世帯（263世帯減）
思決定し行動する力を身につけること 【閲覧場所】▶四谷特別出張所
（内藤町
日本人
外国人
を目指し、講座・日帰り研修などを実施 87）、▶四谷地域センター（内藤町87）、
307 318人
33 611人
人口計
しています。定例会（原則として偶数月 ▶中央図書館（大久保3―1―1）
ほか
（3人増）
（296人減）
153 568人
17 236人
の第3金曜日）に年間を通して出席し ◎公述人の募集
男
（10人増）
（156人減）
ていただきます。
4月15日㈮開催の都民の意見を聴く
153 750人
16 375人
女
（7人減）
（140人減）
【対象】次の全てに該当する団体▶2年 会で意見を述べることができます。
以上継続的に活動、▶活動拠点が区内、 【申込み】
3月14日㈪〜28日㈪
（消印有効）
はがき・ファックス等の記入例
▶女性の地位向上と一般的な教養を高 に郵送・電子メールまたは直接、
東京都環
①講座・催し名
める活動を行っている、▶構成員が20 境局環境政策課
（〒163-8001西新宿2―
講座・催し等の
②〒・住所
申し込み
名以上で半数以上が女性、かつ8割以 8―1、
東京都第二本庁舎19階）
☎
（5388）
③氏名
（ふりがな）

やさしいヨガ
【日時】
4月2日〜6月25日の隔週土曜日、
い
ずれも午前10時30分〜11時45分、
全7回
【対象】区内在住でZoomを視聴できる
機器をお持ちの50歳以上、15名
【内容】
身体の柔軟性向上、
健康づくりの 上が区内在住
ためのヨガ
（講師は中澤ひろみ／ヨガイ 【申込み】所定の申込書を郵送・ファッ
ンストラクター）
ク ス ま た は 直 接、男 女 共 同 参 画 課
【申込み】3月7日㈪〜24日㈭に電話ま （〒160-0007荒木町16、ウィズ新宿）
●

令和4年（2022年）3月5日発行

確定申告の申告書作成会場でマイナンバーカードの
申請手続きをお手伝いします
マイナンバーカードオンライン申請サポートサービス
マイナンバーカードの交付申請を希望する方に、区が申請に
必要な書類の作成や写真撮影など申請までの手続きをお手伝い
します。
▲マイナちゃん
※混雑状況によってお待ちいただく場合があります。
※戸籍住民課
（本庁舎1階）でも同サービスを取り扱っています。
●

【日時】3月9日㈬午後1時〜4時・10日㈭午前10時〜午後4時
【会場】新宿住友ホール
（西新宿2―6―1、新宿住友ビル地下1階）
【対象】新宿区・中野区に住民登録がある方
【持ち物】
個人番号カード交付申請書（QRコード付）
※個人番号カード交付申請書
（QRコード付）をお持ちでない方は、当日、運転免
許証・パスポート・健康保険証等の本人確認書類をお持ちください。会場で申請
書の請求用紙をお預かりし、後日個人番号カード交付申請書（QRコード付）を
ご自宅へ郵送しますので、ご自身でマイナンバーカードを申請してください。
【受け取り方法】交付準備ができ次第、
「マイナンバーカード交付通知書・電子証
明書発行通知書」
を郵送します。同封の案内にしたがって受取場所と日時を予約
し、本人が直接、
受け取りにおいでください。
【問合せ】戸籍住民課住民記録係
（本庁舎1階）☎（5273）3601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
（必着）
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〜4年3月31日に納期限があるものです。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。
●

就学援助 の申請 を
区内在住で次のいずれかに該当し、経済的にお困りの方（所得制限あり）に、教
育費の一部を補助しています。
【対象】▶義務教育中のお子さんがいる保護者、▶中学校の夜間学級に在学する
生徒の保護者または20歳以上の生徒本人
【申込み】
▶区立小・中学校に通学する方…学校に申請してください。
▶公立・国立・私立の小・中学校に通学する方…3月31日㈭までに下記へご相談
ください。
※3月に小・中学校入学準備金の入学前支給を受ける方も、
改めて申請が必要です。
【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。

3409へ。詳しくは、同局ホームページ
（ ㋭https://www.kankyo.metro.tokyo.
lg.jp/assessment/reading̲guide/index.
html）
をご覧ください。

※往復はがきは、
各記事 ④電話番号
で指定がある場合のみ。
※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。

バイク・軽自動車等の
廃車手続きは3月31日までに
譲渡・売却・廃棄などで軽自動車等を所有していない場合や盗難に遭った場
合に、廃車手続きをしていないと、令和4年度も軽自動車税（種別割）が課税され
ます。手続きの場所は、軽自動車等の種別により異なります。
※軽自動車税
（種別割）…毎年4月1日
（賦課期日）現在、原動機付自転車・小型特殊自
動車・オートバイ・軽自動車を所有している方が納める税金

令和4年度グリーン化特例
（軽課税）
令和3年4月1日以降に取得した貨物車・自家用の乗用車は、電気自動車等のみ
が対象です（令和3年度以前の適用車両を除く）
。
【手続きの場所・問合せ】▶原動機付自転車（125㏄以下）
・小型特殊自動車…区
税務課収納管理係（本庁舎6階）☎（5273）4139・㋫（3209）1460、▶オートバ
イ（125㏄を超えるもの）…練馬自動車検査登録事務所（練馬区北町2―8―6）
☎050（5540）2032、▶軽自動車（三輪・四輪）…軽自動車検査協会東京主管事務
所練馬支所（板橋区新河岸1―12―24）
☎050
（3816）
3101へ。
●

ロシアのウクライナ侵攻に対し、抗議します
新宿区は、昭和61年3月15日の平和都市宣言により、全ての国の核兵器の
廃絶と世界の恒久平和の実現を心から希求しています。
このたび、
ロシアが2月にウクライナに実施した軍事侵攻を受け、
下記のとおり
吉住健一新宿区長と桑原ようへい新宿区議会議長が連名でコメントを発出しました。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）
☎
（5273）
3505へ。
2月24日、ロシアがウクライナへ軍事侵攻した。また、核兵器の使用を示
唆して、他国を牽制している。
これは、国際社会の平和と秩序、安全を脅かし、国連憲章や国際法に違反
する行為である。
平和都市を宣言している新宿区は、ウクライナへの攻撃や主権侵害に抗
議し、ロシア軍を即時に完全かつ無条件で撤退させるよう、
国際法に基づく
誠意を持った対応を強く求める。
また、核兵器を使用することには、
断固反対する。
2022年3月1日
新宿区長 吉住 健一
新宿区議会議長 桑原 ようへい

黙とうにご協力を
3月10日は東京都平和の日

昭和20年3月10日の東京大空襲では、多くの尊い命が失
われました。戦災で亡くなられた方を追悼して世界の恒久平
和を願い、1分間の黙とうをお願いします。
【日時】3月10日㈭午後2時
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）
☎
（5273）
3505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。

