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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★

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（通信費等は申
込者負担）。
【日時】4月14日㈭午後6時45分～8時45分
【内容】再チャレンジできる社会を目指
して活動している日本再起業支援協会
の活動紹介（語り手は同協会）
【申込み】当日午後5時45分まで新宿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。
【問合せ】新宿NPOネットワーク協議
会事務局☎（5206）6527へ。

業務改善助成金制度に

特例コースを新設しました

●申請期限は3月31日（必着）
　新型コロナの影響により、売上高等
が30％以上減少している中小事業者
が令和3年7月16日～12月31日に事業
場内最低賃金（事業場で最も低い賃金）
を30円以上引き上げ、これから設備投
資等を行う場合に対象経費の範囲を特

例的に拡大し、その費用の一部（100万
円を限度）を助成するものです。
　申請方法等詳しくは、お問い合わせ
ください。
【申請先】東京労働局雇用環境・均等部
企画課助成金係（〒102-8305千代田
区九段南1―2―1、九段第3合同庁舎
14階）☎（6893）1100
【問合せ】令和3年度業務改善助成金
コールセンター☎（6388）6155へ。

取引・証明用はかり定期検査に

ご協力を

●対象の店舗等へ事前に通知はがきを
　発送します
　商店での取り引きや、
学校・病院等で証明に使
用する「はかり」は、2年に
1度、検査を受けることが
計量法で義務付けられて
います。
　検査の通知が5月下旬までに届かな
い方、はかりの使用を開始または終了
した方は、お問い合わせください。
【検査期間】4月5日㈫～6月8日㈬（土・
日曜日、祝日等を除く）
【問合せ】東京都計量検定所検査課
☎（5617）6638へ。

徳行者の表彰
　区では毎年、人命救助や模範となる善行のあった徳行者の方を表彰していま
す。今年度は下記の24名の表彰を行いました。
【問合せ】秘書課秘書係（本庁舎3階）☎（3209）1111へ。

内部評価と外部評価実施結果を踏まえた
今後の区の取り組みを公開しています
　区が実施した内部評価と、令和3年11月に新宿区外部評価委員会（※）から報
告された外部評価の結果を踏まえ、今後の区の取り組みをまとめました。
　冊子「内部評価及び外部評価実施結果を踏まえた区の取組について」は、企画
政策課・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。また、区政情報センターで有償
頒布しています。
【問合せ】企画政策課（本庁舎3階）☎（5273）3502へ。
（※）…区の実施する行政評価の客観性・透明性を高めるとともに、区民の行政評価に対
する参画の機会を確保するために、平成19年9月に設置した区長の附属機関です。

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】危機管理課危機管理係（本庁舎4階）
☎（5273）3532へ。

区内の特殊詐欺被害認知件数（2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 1件
架空料金請求詐欺 1件
キャッシュカード詐欺盗 3件
合計 6件

※区危機管理課調べ

区民のひろば
費用・ 問合せ

主な詐欺の手口を知り、
被害防止対策をしましょう

　区内で多い詐欺の手口を知り、被害を未然に防ぎましょう。

◆還付金詐欺

●手口
　自宅に、区役所の職員を名乗る者から「累積医療
費、保険料の還付金があり、まだ申請されていない」
等の電話があり、「期限が過ぎているが、今なら金融
機関で手続きができる」と言われます。その後、金融
機関を名乗る者から電話があり、ATMへ誘導され、
気付かないまま犯人の口座に送金し、お金をだまし
取られてしまいます。
●注意点
▶ ATMで還付金や給付金を受け取ることはでき
ません
▶ 電話をしながらATM操作をしている人を見かけ
たら、詐欺を疑い、声を掛け警察に通報しましょう
▶ 電話でお金の話が出たら、いったん電話を切り、家
族・警察・区に確認しましょう

■詐欺被害防止シールの配布

　区では、新型コロナ
ワクチン接種会場で、
65歳以上の方に詐欺
被害防止のため、注意
喚起の受話器シール
等（右図）を配布して
います。

◆預貯金詐欺・詐欺盗

●手口
　警察官や金融機関などを名乗る者から自宅に電話
がきて「あなた名義の口座情報が不正に使われてい
る可能性がある」などと不安をあおります。その後、
「口座の変更手続きが必要なので、家に伺う。今まで
の暗証番号と新しい暗証番号をメモして封筒に入れ
てほしい」と暗証番号を聞き出され、隙を見てカード
類をすり替えられ、お金をおろされてしまいます。
●注意点
▶ 区・警察・金融機関の職員が電話で口座番号や暗
証番号を聞くことは絶対にありません

▶ キャッシュカードは絶対に他人に渡さず、暗証番号
も絶対に教えてはいけません
▶ このような電話が来たらいったん電話を切り、
警察・区などに確認・相談しましょう

　平和祈念式典への参列・施設見学、被爆者との
交流等を通して戦争の悲惨さや、平和の尊さへの
認識を深めます。派遣された方には、報告書の作
成、報告会での発表（10月9日㈰開催予定）など、区
の平和事業にご協力いただきます。

【派遣期間】8月8日㈪～10日㈬
【対象】令和3年4月1日以降、引き続き区内在住の小学4年生～中学3年生と保護
者、7組14名（これまで平和派遣に参加していない方）
【費用】行程に含まれる交通費・宿泊費は区が負担、食事代の一部は各自負担
【申込み】所定の申込書（裏面の原稿用紙に「平和派遣参加に期待すること」がテー
マの保護者の作文（500字程度）を記入）を4月1日㈮～14日㈭に郵送（必着）または
直接、総務課総務係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎3階）☎（5273）3505
へ。申込書は同係・特別出張所・地域センター・生涯学習館・子ども総合センター
（新宿7―3―29）・男女共同参画推進センター（ウィズ新宿、荒木町16）で配布して
います。インターネット（新宿区ホームページからリンク）からも申し込めます。

長崎への平和派遣に親子で参加してみませんか

▲令和元年度の広島派遣の様子

この欄は区民の方相互の情報交換
の場です。掲載行事は区の主催では
ありません。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。
同じ団体の掲載申し込みは、1年

間（4月1日～翌年3月31日）に1回
です。「催し・講座」は、掲載希望号
の1か月前までにお申し込みくだ
さい。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎
3階 ）☎（5273）4064・㋫（5272）
5500へ。

★サークル紹介・会員募集★
□かな書道とペン習字　毎月第1
日曜日・第3火曜日午後2時～4時、
西早稲田地域交流館で。各書道展に
展示あり。初心者・中高年対象。
㋓かな書道…2回2,000～3,000円。
ペン習字…1回1,000円。㋣プラザ
書の会・後藤☎090（4920）3380
□コーラス　毎月第2･4木曜日
午前9時50分～12時、西新宿シ
ニア活動館で。歌好きのシニアの
集 い。㋓ 月500円・年1,000円。
㋣エーデルワイス西新宿･石塚
☎090(5230)8101

◎人命救助（5件）…救命現場で、救急隊到着まで連携して応急救護活動を行いました。
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◎犯人逮捕協力（1件）…特殊詐欺未遂事件で、犯人検挙に協力しました。
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