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令和4年（2022年） 第2395号

2面 イベント
保健・衛生

▶新型コロナに感染した方等へ
の傷病手当金の支給

住宅・まちづくり

2面

▶木造住宅の不燃化建替え等の
助成

▶犬と猫のマイクロ
チップ情報登録
制度が開始

お知らせ
4・5・6面
2面 ▶令和3年度下半期 財政運営状況

福祉
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。

3・8面
7・8面

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。

6月23日～29日は

男女共同参画週間
「あなたらしい」
を築く、
「あたらしい」
社会へ
令和4年度内閣府・男女共同参画週間キャッチフレーズ

だれもが個人として尊重され、
自分らしく
豊かに生活できるまちを目指して

HPで詳しく

区では、男女共同参画推進計画を策定し、新宿で働き・学び・活動するすべての男女が、性別
に関わりなく個性と能力を十分に発揮し、
責任も分かち合い、共にあらゆる分野に参画できる
社会の実現を目指しています。
今号では、
主な取り組みを紹介します。
※講座も開催しています。
詳しくは、
新宿区ホームページをご覧ください。
問合せ 男女共同参画課（ウィズ新宿、荒木町16）☎（3341）0801・㋫（3341）0740
（保護者会等の学校行事やPTA活動については、
教育支援課地域連携・家庭教育推進係
（大久保3―
1―2、
新宿コズミックセンター4階）
☎
（3232）
1078・㋫
（3232）
1079）

家庭や仕事の悩みをご相談ください
◆悩みごと相談室
日
女性相談員
男性相談員

午前10時〜午後4時

月曜日

午前10時〜午後4時

土曜日

午後1時〜4時

電話番号

☎
（5273）
3646
☎
（3341）
0905

男女共同参画情報誌「ウィズ新宿」
を
発行しています
男女共同参画意識の醸成、ワーク・ライフ・バランスの

男女共同参画やジェンダー関連の図書資料
（絵
本、図書、DVD、行政資料等）
を所蔵しています。
区立図書館の利用登録をしている方には、貸し
出しできます（一部資料を除く）
。

男性の育児・介護サポート企業に奨励金を支給
区内の中小企業のうち、男性の育児・介護休業の取得や育児・介護のため

の短時間勤務を推進している企業で要件を満たす場合、30万円を上限に奨
励金を支給します。要件等詳しくは、お問い合わせください。
●

ワーク・ライフ・バランス推進企業を認定・表彰

令和3年度認定企業
▶㈱熊谷組

▶パンフレットを
ウィズ新宿等で配
布しています

…エーザイ㈱東京コミュニケーションオフィス

発行のうち1回を区民編集委員が企画・執筆・編集し、区

ウィズ新宿（男女共同参画推進センター）
内

ント派遣を拡充して実施しています。

▶ワーク・ライフ・“ベスト”バランス賞

解に役立つさまざまな情報を提供しています。年間2回

HPで詳しく

きる環境の整備を支援するため、中小企業向けのコンサルタ

令和3年度表彰企業

推進、女性活躍の推進、
DV防止など、男女共同参画の理

◆図書資料室をご利用ください

中小企業向けコンサルタントの派遣
テレワークやフレックスタイム制度等、柔軟な働き方がで

●

◆DV相談
☎（5273）
2670（土・日曜日、祝日等を除く午前9時〜午後5時）

民の皆さんとの協働で発行しています。

●

☎
（3353）
2000

※正午〜午後1時、祝日等を除く。
受け付けは午後3時30分まで。
※対面での相談は中止しています。

●

ワーク・ライフ・バランスを推進しています
◆企業への支援

時

月〜土曜日

▲令和4年度内閣府・男女共同参画週間ロゴ

新宿区

ワーク・ライフ・バランス
推進企業認定制度

新宿区がワーク・ライフ・バランスに取り組む企業を認定し、
その取組を応援します！

ワーク・ライフ・バランスは企業を成長させる経営戦略！
子育て・介護などの社員のライフステージに合わせた働きやすい環境を整えることが、

企業・個人の成長に繋がります。

▼ ワーク・ライフ・バランスが実現すると・・・
個

人

企

・会社への
満足度向上

業

・生活の充実

・仕事への意欲向上

・生産性向上

・育児や介護との両立

・業務効率化による
能力の向上

・残業時間の削減

・性別を問わず就労
しやすい環境

・優秀で多様な
人材の確保

中長期的な
事業活動の
維持・発展・
成長へ

・離職率低下

・心身の健康の向上

1

▶ワーク・ライフ・バランス アイディア賞…㈱システムリサーチ
▲
「ウィズ新宿」
No.140

◆社員・職員の休暇の承認や職務の免除にご配慮を
区では、働く保護者が保護者会等の学校行事やPTA活動に参加できる環
境づくりを支援するとともに、家庭教育に積極的に関わることができるよ
う、ワーク・ライフ・バランスを推進しています。
事業主・雇用主の方は、社員・職員が学校行事等に参加し、子どもについて
考え、
地域とのつながりを広げることができるよう、
ご協力をお願いします。

★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。

（2）第2395号

HPで詳しく

このマークがある記事は、ホームページで
詳しくご案内しています。

令和4年（2022年）6月25日発行

木造住宅の不燃化建替え等の助成

新型コロナに感染した方等への
傷病手当金の支給

木造住宅密集地域等のうち、特に不燃化を促進すべき地域等を対象に
助成しています。

●

※建替え後の建築物は、
「省エネ基準」
に適合することが要件です。
●

不燃化建替え

●

新型コロナの療養のため働くことができなかった期間（入院が継続す

除却
（取り壊し）

▶昭和56年5月31日 以前の着工

昭 和56年5月31日 以 前 の 着 工

で、耐震性不足と診断されたもの

で、耐震性不足と診断されたもの

…対象事業費の4分の3以内（1件

…対象事業費の4分

に付き300万円を限度）

の3以内
（1件に付き

▶上記以外…対象事業費の4分の

50万円を限度）

る場合等は最長1年6か月間）の傷病手当金を支給します。対象の方は、申
請前に各問合せ先に電話連絡の上、申請してください。
※労務予定だった日の翌日から2年を経過すると当該労務日分の申請
ができなくなります。
対象 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、
新型コロナに感染した、
または発熱等の症状があり感染が疑われ

3以内
（1件に付き100万円を限度）

るため働くことができず、
給与等の支払いの全部または一部を受けること

助成対象地域 以下の町丁目の全域または一部

ができなくなった方

▶上落合1〜3丁目、▶北新宿2丁目、▶西新宿5丁目、▶赤城元町、▶赤城

問合せ ▶国民健康保険に加入している方…医療保険年金課国保給付係

下町、▶改代町、▶築地町、▶中里町、▶天神町、▶山吹町、▶矢来町、▶神

（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、
本庁舎4階）
☎
（5273）
4149、
▶後期高齢者

楽坂1〜6丁目、
▶市谷柳町、
▶若葉1〜3丁目、
▶須賀町、
▶信濃町、
▶四谷

医療制度に加入している方…広域連合お問合せセンター
（〒102-0072千代

3丁目、
▶左門町、
▶南元町、
▶市谷山伏町、
▶南榎町、
▶榎町、
▶弁天町

田区飯田橋3―5―1、
東京区政会館16階）
☎0570
（086）
519
（PHS・IP電話の

問合せ 防災都市づくり課（本庁舎8階）
☎
（5273）3844

環境に関するアンケート調査に
ご協力を
無作為抽出した1 800名の区民の方
と300所の区内事業所に調査票を発送

適用期間を9月30日まで延長

方は☎
（3222）
4496、
いずれも土・日曜日、
祝日等を除く午前9時〜午後5時）

申込み 新宿区しごと図鑑ホームペー

等は意見書を提出できます。

▶かずら会…21日㈭午後1時〜3時／落

ジ（ 右 下 二 次 元 コ ー ド。㋭https://

閲覧期間 7月25日㈪まで

合第二特別出張所
（中落合4―17―13）

shinjuku-4510.jp）から申

閲覧場所 景観・まちづくり課・区政情

申込み 当日直接、
会場へおいでください。

し込めます。

報課
（本庁舎3階）
・区政情報センター

問合せ 高齢者支援課高齢者相談第二

問合せ 就労促進支援事業

（本庁舎1階）
・特別出張所・区立図書館

事務局
（㈱HRP内）☎（3222）1801

和 綴 じ の メモ 帳作り

イベント

古いカレンダーの再利用

※新宿区ホームページ
（右

係（本庁舎2階）☎（5273）4254
講座

二次元コード）でもご覧い

認知症サポーター養成講座

ただけます。

日時 7月11日㈪午後1時30分〜3時30分

提出方法 7月25日㈪までに任意の用

対象 区内在住の60歳以上、12名

ていただき、統計的に処理します。

日時 7月14日㈭午後1時30分〜3時

紙に意見のほか住所・氏名（区内在勤の

内容 認知症の正しい知識

問合せ 環境対策課環境計画係
（本庁舎

会場 新宿消費生活センター分館（高田

方は勤務先、在学の方は学校名と所在

申込み 6月27日㈪から電話または直

7階）☎（5273）3763

馬場1―32―10）

地）を記入し、郵送
（必着）
・ファックス

接、問合せ先へ。先着順。

対象 区内在住・在勤の方、10名

または直接、問合せ先へ。新宿区ホーム

会場・問合せ 早稲田南町地域交流館

費用 300円（資料代等）

ページからも提出できます。

しています。調査票は無記名で回答し

エコギャラリー新宿の展示

イベント

展示時間はお問い合わせください。

●

持ち物 A4サイズ以上のカレンダー2枚

●

（早稲田南町50）☎（3208）2552

地域説明会（動画視聴会）

成年後見人講座

講座

日 時・内 容 ▶6月29日 ㈬ 〜7月4日 ㈪

申込み 往復はがきに6面記入例のとお

日時・会場 ▶①6月30日㈭午後2時〜3時

…書展「祈り」、▶7月8日㈮〜10日㈰

り記入し、
7月8日
（必着）までに問合せ

／新宿コズミックセンター
（大久保3―1

…てならい展（書）

先へ。
応募者多数の場合は抽選。

―2）
、▶②7月1日㈮午後6時〜7時／四

日時 7月29日㈮午後2時〜4時

会場・問合せ エコギャラリー新宿
（西

問合せ 新宿区消費者の会
（〒169-0075

谷スポーツスクエア
（四谷1―6―4）

会場 区社会福祉協議会（高田馬場1―

新宿2―11―4）☎
（3348）
6277

高田馬場1―32―10、新宿消費生活セ

申込み 6月27日㈪・28日㈫に電話または

17―20）

ンター分館内）
☎090
（4425）
1777

ファックス
（6面記入例のほか①②の別

対象 区内在住・在勤・在学・被後見人等

を記入）
で問合せ先へ。
各日先着20名。

が区内在住の後見人ほか、30名

問合せ 景観・まちづくり課
（〒160-8484

申込み 7月22日㈮までに電話かファッ

歌舞伎町1―4―1、
本庁舎8階）
☎
（5273）

クス・電子メール
（6面記入例のほか区内

3831・㋫
（3209）
9227

在住・在勤・在学・被後見人等が区内在住

創業スクール「プラクティス・フィールズ」
●

リサ イ ク ル 講座

区特定創業支援等事業

日 時 7月2日 ㈯・9日 ㈯・24日 ㈰・31日

●

講座

傘の布でナップザック作り

●

成年後見人等と死後事務

㈰の午後3時〜5時（7月2日㈯は午後2

日時 7月27日㈬午後1時〜4時

時30分から）、全4回

対象 区内在住・在勤の方、12名

の後見人等の別、
ファックスの場合はフ

対象 区内で創業を目指している方、
10名

費用 300円（材料費等）

ァックス番号を記入）または直接、問合

費用 2 000円（4回分、
資料代等）

持ち物 傘布
（ほどいて洗ってきたも

せ先へ。応募者多数の場合は抽選し、結

申込み 6月30日㈭までに電話かファ

の）
、
ゴム通し、裁縫道具、筆記用具

ッ ク ス・電 子 メ ー ル（6面 記 入 例 の ほ

申込み 往復はがきに6面記入例のとお

介護者家族会

か、現在の仕事内容を記入）
で問合せ先

り記入し、7月12日（必着）までに問合

7月の日時・会場 ▶四谷の会…7日㈭

―17―20）☎
（5273）
4522・㋫
（5273）

へ。応募者多数の場合は選考。

せ先へ。
応募者多数の場合は抽選。

午後1時30分〜3時30分／四谷保健セ

3082・㋱skc@shinjuku-shakyo.jp

会場・問合せ 高田馬場創業支援センター

会場・問合せ 新宿リサイクル活動セン

ンター等複合施設
（四谷三栄町10―

（ 高 田 馬 場1―32―10）☎
（3205）
3031・

ター
（ 〒169-0075高 田 馬 場4―10―

16）、▶フレンズ2…26日㈫午後1時〜

2）
☎
（5330）5374（月曜日休館）

3時／牛込簞笥地域センター
（簞笥町

㋫(3205)1007・㋱incu＠shinjuku-center.jp

オンライン合同企業説明会

から参加できます。
日時 7月9日㈯午後1時〜4時50分
対象 区内で働きたい方

介護者講座
●

講座

知って安心!おうちリハビリ

時30分 〜3時30分 ／ 若 松 地 域 セ ン

会場 戸山シニア活動館
（戸山2―27―2）

ター（若松町12―6）、▶大久保・あった

申込み 6月27日㈪から電話かファッ

会 …12日 ㈫ 午 後1時30分 〜3時30分

クス（6面記入例のとおり記入）または

／大久保地域センター（大久保2―12

直接、問合せ先へ。先着25名

―7）
）
、▶ひとやすみの会…23日㈯午

問合せ 若松町高齢者総合相談センター

意見書の提出・改定素案の閲覧

後1時30分〜4時／新宿リサイクル活

（ 戸 山2―27―2）☎
（5292）
0710・

区内在住・在勤・在学の方、
利害関係人

動センター
（ 高 田 馬 場4―10―2）、

景観まちづくり計画・景観形成
ガイドライン（改定素案）
●

問合せ 区成年後見センター
（高田馬場1

日時 7月30日㈯午後1時30分〜3時

ウェブ会議ツール「Zoom」を利用
費等は申込者負担）。スーツ不要で自宅

果は落選者にのみお知らせします。

15）、▶わきあいあい…13日㈬午後1

イベント

した、区内12企業の説明会です
（通信

イベント

㋫
（5292）
0716

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

参加者募集

令和4年（2022年）6月25日発行

私立幼稚園入園料・保育料補助

イベント

子ども自然体験デイキャンプ

区内在住で対象施設に通園する

▶幼稚園類似施設

満3歳〜5歳児がいる世帯（区外の

（東京都が認定した

HPで詳しく

日程 7月30日㈯

費用 3 000円
（収穫体験・食事代等）

私立幼稚園等に通園する園児を含

施設のみ）

※ 事 前 説 明 会（7月23日 ㈯ 午 後2

主催 新宿区青少年活動推進委員会

む）に、国の幼児教育・保育の無償

補助の主な内容

時から）への出席が必要です。

申込み 往復はがき
（1人に付き1

化補助額に上乗せして入園料・保

▶入園料補助金（所得にかかわら

会場 朝日里山学校
（茨城県石岡市

枚）に6面記入例のほか学校名・学

育料を補助しています。補助の要

ず8万円を限度に交付）

柴内630）ほか

年・保護者氏名、お持ちの方はファ

件・金額等詳しくは、6月下旬に各

▶保育料補助金
（所得に応じて交付）

※子ども総合センター
（新宿7―3―

ックス番号を記入し、
7月5日
（必

園で申請書と一緒に配布する「お

申込み 7月1日㈮〜15日㈮に所定

29、
新宿ここ・から広場内）で集合・

着）
までに問合せ先へ。応募者多数

知らせ」をご覧ください。新宿区

の申請書等を郵送または直接、
問合

解散し、
移動はバスを利用します。

の場合は抽選し、結果は全員に7

ホームページでもご案内してい

せ先へ。
特別出張所でも受け付けま

対象 区内在住・在学の小学3〜6

月15日㈮以降順次発送します。

ます。

す
（各園での受け付けは不可）
。

年生、32名

問合せ 子ども家庭支援課子育て支

対象施設 ▶私立幼稚園

問合せ 学校運営課幼稚園係

内容 収穫体験、
飯ごう炊さん、
カレー

援係
（〒160-0022新宿7―3―29、
新

※子ども・子育て支援新制度移行

作りほか（雨の場合は変更あり）

宿ここ・から広場内）
☎
（3232）
0695

の有無は問いません。

区立図書館

ＨＰで
●

図書館のイベント情報を
発信しています

一般対象

●

講座

▶人生100年講座
（7/9）

▶7月のおはなし会（7/9）

西落合図書館☎（3954）
4373

下落合図書館☎（3368）6100

▶やさしい翻訳入門
（7/10）

▶子ども趣味講座（7/17）

北新宿図書館☎（3365）
4755

▶調べる学習応援講座（7/18）

▶ミニシアター（7/10）

北新宿図書館☎（3365）4755

※（ ）内は開催日です。

▶夏休み工作会（7/23）

裂き織りコースター作り

プラネタリウム
●

〜11時30分（8名）

分〜3時（12名）

……＜①〜④共通＞……

②パソコン講座

対象 区内在住の方

日時・定員 7月8日㈮・22日㈮、
いず

会場・申込み 7月4日㈪までに電

れも午後1時30分〜3時
（各回5名）

話または直接、問合せ先へ。応募者

③ストレッチ3 B体操

多数の場合は抽選。

日時・定員 7月22日㈮▶午後1時35

問 合 せ 同 館（ 市 谷 薬 王 寺 町51）

分〜2時25分、
▶午後2時30分〜3時

☎（3353）2333（土・日曜日、祝日

20分、
いずれも同じ内容
（各回14名）

を除く午前9時〜午後6時）

さんびー

問合せ 四谷地区協議会
（四谷特別出張

区ホームページから申し込めます。

所内）☎（3354）6171

問合せ 男女共同参画課☎
（3341）
0801

会計入門講座
イベント

日 時・定 員 7月26日 ㈫ 午 前10時

日 時・定 員 7月8日 ㈮ 午 後1時30

◀子ども対象
ページ

イベント

星空散歩〜夏

講座

④ささえーる歌声広場

してもらおう

戸山図書館☎（3207）1191

夏休みこども楽習塾

第1分庁舎4階）☎（5273）3103

①美容学生にネイルケアを

子ども対象

◀一般対象
ページ

（〒160-8484歌舞伎町1―5―1、

ささえーる薬王寺の講座

イベント

鶴巻図書館☎（3208）
2431

ホームページでも
イベント情報を
配信しています

●

第2395号（3）

講座

日時・内容 ▶7月19日㈫…仕訳の基礎、

セミの羽化観察会
●

イベント

新宿中央公園の四季を感じよう

▶7月26日㈫…仕訳の力をつける、
いず

日時 7月29日㈮〜31日㈰、いずれも

日時 7月23日㈯午前10時〜12時

日 時 7月9日 ㈯・17日 ㈰、
8月5日 ㈮・6

れも午後6時45分〜8時45分、
全2回

午後7時〜8時30分

対象 区内在住の小学生、8名（小学2年

日 ㈯・12日 ㈮ 〜14日 ㈰・20日 ㈯、い ず

対象 社会貢献活動をしている方、
NPO

対象 小学生以上、各日20名（小学生は

生までのお子さんは保護者同伴）

れも午前10時30分から・午後1時30分

法人で会計を担当している方、
20名

保護者同伴）

持ち物 大判のハンカチサイズの木綿

から・午後3時から
（各日3回。受け付け

費用 各回1 000円（資料代等）

持ち物 懐中電灯、筆記用具、虫除け。歩

の布1枚、筆記用具

は各回30分前から）

申込み 6月27日㈪から電話かファッ

きやすい靴、長袖・長ズボンでおいでく

申込み 往復はがきに6面記入例のとお

費用 300円（中学生以下無料）

クス・電子メール
（6面記入例のとおり

ださい。

り記入し、7月14日（必着）までに問合

会場・申込み 当日直接、新宿コズミッ

記入）または直接、問合せ先へ。先着順。

申込み 7月11日
（必着）
までに往復はが

せ先へ。応募者多数の場合は抽選。

クセンター8階プラネタリウム
（大久

オンライン受講もできます。詳しくは、

き・電子メール
（6面記入例のほか希望日

会場・問合せ 新宿リサイクル活動セン

保3―1―2）へ。各回先着75名。

お問い合わせください。

ター
（ 〒169-0075高 田 馬 場4―10―

問合せ 新宿未来創造財団スポーツ・マ

会場・問合せ 新宿NPO協働推進セン

者が小学生の場合は学年も記入）
で問合

2）☎（5330）5374（月曜日休館）

ラソン課☎（3232）7701

ター（高田馬場4―36―12）☎（5386）

せ先へ。
応募者多数の場合は抽選。

ちぃ先生のパパ＆キッズ工作教室

四 谷 ま ち 歩き

1315・㋫（5386）1318・㋱hiroba@

会場・問合せ エコギャラリー新宿
（西新

s-nponet.net

宿2―11―4）☎
（3348）
6277・㋱info@

イベント

●

イベント

国史跡江戸城外濠跡と国宝迎賓館

若者の た め の 労働法基礎 講 座
講座
（ オ ン ライ ン ）

（第2希望まで）
、
参加者全員の氏名、
参加

shinjuku-ecocenter.jp

日時 7月23日㈯午前10時〜12時

日時・集合場所 7月16日㈯午前9時45

会場 男女共同参画推進センター
（ウィ

分 に 四 ツ 谷 駅 ア ト レ1階 エ ス カ レ ー

ズ新宿、荒木町16）

ター付近集合、正午ごろに迎賓館（港区

対象 区内在住の父親とマスク着用の

元赤坂2―1―1）で解散（小雨決行）

で き る5歳 〜 小 学3年 生 の お 子 さ ん、

費用 100円
（資料代等。迎賓館庭園参

程度）
による講座です。
申込者に動画URL

日時 7月30日㈯午後4時〜7時

10組20名

観 料300円 ま た は 本 館 庭 園 参 観 料

を送付します
（通信費等は申込者負担）
。

費用 ▶区内在住の方…3 800円、▶一

申込み 6月27日㈪から新宿区ホーム

1 500円は別途負担）

配信期間 7月22日㈮〜8月4日㈭

般…4 000円（いずれも全席指定）

ページで申し込めます。
先着順。

申込み 6月27日㈪〜7月12日㈫に電

対象 区内在住・在勤・在学の方

会場・問合せ 新宿文化センター（新宿6

問合せ 男女共同参画課☎
（3341）
0801

話で問合せ先へ。先着15名。

申込み 6月27日㈪〜8月2日㈫に新宿

―14―1）☎（3350）1141

●

働くために必要な知識を身に付けよう
YouTubeを利用した動画配信
（90分

沖縄音楽フェスティバル

イベント

チケットは新宿文化センターで販売
しています。小学生以上が対象です。

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。

（4）第2395号

HPで詳しく

令和4年（2022年）6月25日発行

このマークがある記事は、ホームページで
詳しくご案内しています。

区では、地方自治法に基づき、毎年6月と12月の2回、歳入・歳出予算の補正や執行状況などを公表し、
財政面から区政運営の状況を区民の皆さんにお知らせしています。今回は、令和3年度に予算を補正して

令和3年度 下半期

なお、区財政の収支は、
5月末までを収入と支出を整理する期間
（出納整理期間）としています。令和3年
度決算の概要は、10月末にお知らせします。
問合せ 財政課
（本庁舎3階）☎（5273）4049

◎区の予算は一般会計と特別会計があります。一般会計では、特別会計（国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療）以外の
区政に必要なあらゆる収入と支出を扱います。
◎歳入・歳出予算は、会計年度内の収入と支出の見積もりです。収入済額・支出済額は実際の収入と支出の額です。

◎一般会計の流れ

予算の概要
令和3年度当初予算に補正予算を加えた最終予
算は、
15回
（下半期8回）
の補正を行った結果、
1 805

1 576億7 100万円

億8 900万円で、
令和2年度から繰り越した事業費
1億4 100万 円 を 加 え た 予 算 現 額 は1 807億

令和2年度からの
繰越事業費
1億4 100万円

補正
（上半期7回・下半期8回）
229億1 800万円

3 000万円です
（右図）
。
主な補正予算の内容は右表

令和4年3月末現在の収入済額
（歳入）は1 639

令和3年度最終予算

1 805億8 900万円

令和3年度予算現額

収入済額・支出済額の内容は下記のとおりです。

歳入

特別区税

区民税・たばこ税など

451億4 000万円（91 3％）

国庫支出金

国からの補助金など

306億1 200万円
特別区交付金
307億9 000万円（100 6％） 都区財政調整による交付金

都支出金

144億1 300万円

123億5 000万円（85 7％）

東京都からの補助金など

地方消費税交付金

120億5 600万円

124億8 900万円（103 6％）

繰入金

7 500万円（1 2％）

基金の繰入金

44億3 000万円

収入済額
（

地方消費税の区への配分額

63億5 300万円

40億6 900万円（91 9％）

）
内は収入率

35億2 000万円

35億2 000万円（100 0％）

103億1 700万円

福祉費

高齢者の福祉や生活保護など

子ども家庭費

児童の福祉など

健康費

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

◎特別区債の現在高
住民税減税補てん債（★）
3億7 400万円（2 1％）

減収補てん債（☆）
3億6 800万円
（2 0％）

後も多くの財源が必要です。

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。

6 地方税財源の拡充こそ地方分権のあるべき姿

特別区への影響額は、令和3年度で約1 800億円、平成27年度からの累計で

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

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

いきます。

の本旨を無視したものです。

※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

2 ふるさと納税制度は抜本的な見直しが必要

する特別区の主張（令和3年度版）（
」 右二次元コード。㋭http://

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

子ども家庭債
子ども家庭施設建設など
13億800万円（7 1％）

124億6 500万円

その結果、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

土木費

116億9 700万円

その他

商工振興など

総務債
防災施設・庁舎整備など
14億1 600万円（7 7％）
調整債（★）
14億7 900万円（8 1％）

地域振興債
地域振興施設整備など
18億200万円
（9 8％）

★調整債・住民税減税補てん債
とは、税制改正に伴う地方公共
団体の減収額を埋めるために
発行した地方債のことです。
☆減収補てん債とは、年度途中
の減収に対して、減収を補てん
するために発行した特別な地
方債のことです。

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

3 新型コロナ対策経費等の膨大な財政需要への対応

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

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

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。

財政需要が生じています。新型コロナ対策における、国や都の補助金を除いた

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

特別区の負担は、令和2年度で約597億円、令和3年度で約510億円となって

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

おり、今後さらに負担が生じる可能性があります。

せん。特別区長会はふるさと納税制度の見直しについて、令和3年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

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

ふるさと納税制度の抜本的な見直しを求めていきます。

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。

問合せ 財政課（本庁舎3階）☎（5273）4049

104億1 200万円（83 5％）

予算現額

74億5 800万円（63 8％）
83億2 500万円

76億1 500万円（91 5％）
79億3 700万円

支出済額
（

）
内は執行率

64億7 400万円（81 6％）

情報公開制度
公文書公開請求
請求できる情報
区の職員が職務上作

144億1 400万円

成または取得した文

81億2 500万円（56 4％）

書・図 画・電 磁 的 記 録

万円です（下図）。また、区の貯金に当たる基金の令和4年3月末の現在高は611億300万円です（下表）。

教育債
学校建物整備など
40億8 800万円
（22 3％）

◇◆ふるさと納税の新宿区への影響◆◇

現在高

財政調整基金
（年度間の財源の調整を図るための基金）

338億7 500万円

社会資本等整備基金
（公共施設等を整備するための基金）

108億7 100万円

減債基金
58億8 300万円
（特別区債の償還に必要な財源を確保するための基金）
義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金
（小・中学校などの教育関連施設及び保育所などの子育
て関連施設を整備するための基金）

56億600万円

その他特定目的基金（公園やスポーツ施設の整備、地場
産業の振興など特定の目的のための基金）

48億6 800万円
611億300万円

合

計

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。

問合せ 区政情報課広報係（本庁舎3階）☎（5273）4064

令和3年度の公文書公開請求の状況
実施機関
区

長（※）

請求件数
387件

公開の可否決定件数
公開

部分公開

204件

117件

非公開

不存在

0件

存否応答拒否★

42件

未決定等

0件

24件

教育委員会

6件

3件

2件

0件

1件

0件

0件

選挙管理委員会

1件

0件

0件

0件

0件

0件

1件

織的に利用するために

議

会

1件

0件

0件

0件

0件

0件

1件

保有するもの

合

計

395件

207件

119件

0件

43件

0件

26件

個人情報保護制度

目的外利用・外部提供・外部結合
区が収集した個人情報は、その業務の目的の範囲

に登録しています。電子計算機で検索できるように

内でしか利用できません。業務の目的を超えて利用

体系的に構成した個人情報は、個人情報ファイル簿

（目的外利用）できるのは、
「本人の同意を得たとき」

に登録しています。

「法令に定めがあるとき」など一定の場合に限られま

令和3年度の個人情報業務登録・個人情報ファイ
ル簿登録・個人情報を含む業務委託の状況
実施機関

個人情報
業務登録

個人情報
個人情報を
ファイル簿登録 含む業務委託

す。区の保有する個人情報を区の機関以外へ提供す
ること（外部提供）や個人情報を処理するため区の機
関以外の電子計算機と通信回線で結合すること（外

1 728件

410件

465件

部結合）も同様に制限しています。

688件

94件

33件

選挙管理
委員会

令和3年度の目的外利用等の状況

14件

7件

2件

実施機関

監査委員

2件

0件

1件

区 長
教育委員会
選挙管理委員会
合 計

区

長

★存否応答拒否…請求公文書の存否を
明らかにしないで、
請求を拒否すること
※請求件数と決定件数には、令和2年度
中の請求に対する決定件数を含みます。

区が保有する個人情報の適正な管理と利用のルールを定めている制度

業務で取り扱う個人情報は、個人情報業務登録簿

教育委員会

※基金現在高は令和4年3月末時点での現金等の保有額です。5月末までの
収入と支出を整理する出納整理期間中の積み立てや取り崩しは反映してい
ません。

らせします。
詳しい内容は、
新宿区ホームページ等でご覧いただけます。

区が保有する情報（公文書）について公開請求できる制度

個人情報業務の登録等

◎基金の現在高
基金の種類

令和3年度の情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況の概要をお知

情報公開制度・個人情報保護制度

充します。令和4年3月末では、発行額296億5 900万円、償還済額113億3 900万円で、現在高は183億2 000

現在高
183億2 000万円

ご覧ください。

令和3年度の運用状況のお知らせ

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、特別区債を発行して資金を借り入れ、財源を補

福祉債
福祉施設建設など
12億3 800万円（6 8％）

www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/shucho.html） を

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。

137億6 600万円（67 7％）

教育費

小・中学校、図書館など

土木債
道路・公園整備など
54億1 900万円
（29 6％）

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

約8 500億円にもなり、
「東京は財源に余裕がある」などの一方的な見方によ

203億2 900万円

全般的管理事務や防災、選挙など

健康債等
健康推進施設建設など
8億2 800万円
（4 5％）

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

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

で、当該区の職員が組

特別区債と基金

5 今後も多くの財源が必要

227億6 000万円

総務費

地方譲与税など

97億6 900万円（94 7％）

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

152億9 900万円（67 2％）

健康診断など

区民施設運営、地域振興など

その他

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。

307億5 100万円（87 9％）

地域振興費

前年度からの繰越金

政は極めて深刻な状況です。

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

349億7 800万円

環境保護、清掃・リサイクルなど

繰越金

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

公平が生じるなど、制度のゆがみが顕在化しています。

421億2 400万円（88 1％）

環境清掃費

施設の使用料など

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

4億1 947万円

478億2 500万円

道路や公園、都市計画など

使用料・手数料

4 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

ない一方、制度を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

支出済額1,420億2,400万円(執行率78.6%)

第2395号（5）

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

4億3 348万円

歳出

収入済額1 639億1 200万円
（収入率90 7％）

494億4 200万円

6億7 379万円

※3月の予算の補正では、工事費などの実績に応じて総額27億
8 119万円を減額しました。

1 807億3 000万円

◎収入・支出済額の内訳

457億1 000万円（92 2％）

9億1 632万円

店舗等家賃減額助成

1 420億2 400万円
（執行率78 6％）です
（下図）
。

予算現額

住民税非課税世帯等臨時特別給付金、
子育
て世帯等臨時特別給付金、
新型コロナウイ 119億9 860万円
ルス感染症生活困窮者自立支援金等の支給
新型コロナウイルス感染症対策
76億3 361万円
（予防接種等）
融資資金の貸付等
（商工業緊急資金利子補給等）
生活困窮者自立支援事業
（住居確保給付金）

億1 200万円
（収入率90 7％）
、
支出済額
（歳出）
は

495億8 700万円

補正予算額

地域商業活性化推進事業

のとおりです。
収入・支出の状況

補正事業

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

1 不合理な税制改正による影響は深刻

◎令和3年度に予算を補正した主な事業

令和3年度当初予算

令和4年（2022年）6月25日発行

不合理な税制改正等に対する特別区の主張

取り組んだ事業と、令和4年3月末現在の財政状況の概要をお知らせします。

財政運営状況
一般会計

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（ 3 209）9900

議

会

24件

3件

10件

合

計

2 456件

514件

511件

目的外利用 外部提供
29件
1件
1件
31件

98件
4件
0件
102件

外部電子
計算機との結合
118件
8件
1件
127件

自己情報の開示・訂正等の請求
区が保有している個人情報の本人であれば、
どなたで
も開示請求できます。
また、
自己の個人情報に明確な誤りなどがあれば、
訂正
等の請求ができます。

令和3年度の自己情報の開示請求の状況
実施
機関

開示の可否決定件数
請求
件数 開示 一部 非開示 不存在 存否応答
開示
拒否★

区長
132件 78件 14件
（※）
教育
1件 1件 0件
委員会
合

計 133件 79件 14件

未決
定等

0件

38件

0件

2件

0件

0件

0件

0件

0件

38件

0件

2件

※請求件数と決定件数には、令和2年度中の請求に対する決定
件数を含みます。

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、
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2395号

10月
宿泊分

令和4年（2022年）6月25日発行

指定管理者を募集

区民保養施設の利用申し込み

受付窓口・電話 区保養施設受付
（本庁舎1階）☎（5273）
3881

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

受付日時 月〜金曜日午前9時〜午

込める「一般予約」の順に、それぞ

後5時。
土・日曜日、
祝日等は㈱日本

れ先着順で、電話か受付窓口で予

旅行☎
（5369）
3902
（午前10時〜

約を受け付けます。空き室の状況

午後6時。
電話受け付けのみ）
へ。

は、受付窓口・特別出張所のほか、

※来庁は控え、電話でのお手続き

㈱日本旅行の空室情報ホームページ

にご協力をお願いします。

（㋭http://ntasports.net/

◎抽選（区民抽選予約）

shinjukuku/）でも確認できます。

区内在住の方のみ申し込めます。
期間 7月1日〜11日
（必着）

申込開始日 ▶区民優先予約…7月
21日㈭、▶一般予約…8月1日㈪

申込み 受付窓口・特別出張所・生
涯学習スポーツ課で配布している
抽選はがきでお申し込みくださ
い。7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。

◎グリーンヒル八ヶ岳の休館
期間 ▶ 全 館 …10月1日 ㈯ 〜11
月30日 ㈬、▶ 体 育 館・プ ー ル …
12月1日㈭〜令和5年1月31日㈫
問合せ 生涯学習スポーツ課生
涯学習スポーツ係
（第1分庁舎7

◎空き室予約（抽選後）
抽選後の空き室は、区内在住の

階）
☎
（5273）
4358

募集施設 下表のとおり
指定期間 ▶①〜④…令和5年4月1日から5年間、▶⑤…令和5年4月1日
から3年間
応募資格 ▶①〜④…法人格があり、施設の管理運営業務の経験が豊富な
企業・団体、▶⑤…法人格があり、スポーツ施設の管理運営・スポーツ事業
に関する業務が可能で、業務についての経験知識が豊富な企業・団体
業務内容
▶①②…高齢者の福祉・健康増進・児童健全育成・学童クラブ事業ほか
▶③…シニア世代・高齢者の福祉・健康増進や社会参加活動支援、地域支
え合い活動ほか
▶④…高齢者の福祉・健康増進ほか
▶⑤…施設運営管理、利用者サービスの提供、施設などの維持管理ほか
選考 プロポーザル方式。
▶1次…書類、
▶2次…プレゼンテーション・質疑応答等
申込み 事前に連絡の上、所定の書類等を①〜④は7月27日㈬まで、
⑤は8月10日㈬までに直接、問合せ先へ。
現地説明会を開催します
日時 下表のとおり
申込み
▶①〜④…申込書を各説明会の前日（土・日曜日を除く）午後5時までに
ファックスで問合せ先へ。
▶⑤…新宿区ホームページでご案内しているほか、電話で問合せ先へ。
※募集要項・現地説明会申込書等は、新宿区ホームページから取り出せ

職員の再就職状況を公表します
「新宿区職員の退職管理に関する条例」第4条の規定に基づき、新宿区
を離職した課長級以上の職員のうち、
営利企業、公益団体等に再就職した
職員の状況を公表します。
問合せ 人事課人事係（本庁舎3階）
☎
（5273）
4053
離職時の職
東京オリンピック・
パラリンピック開催等担当部長
福祉部長
みどり土木部長

再就職先の名称

再就職先に
おける地位

新宿未来創造財団

事務局長

区社会福祉協議会
歌舞伎町タウン・マネージメント

事務局長
事務局長

人材育成センター専任講師

若松地域センター管理運営委員会

事務局長

新宿清掃事務所長

区勤労者・仕事支援センター

福祉部長

落合中学校長

早稲田大学大学院教育学研究科

客員教授

新宿西戸山中学校長

日本体育大学

議会事務局長

区勤労者・仕事支援センター

事務局長

教授

※離職日は令和4年3月31日(人材育成センター専任講師の離職日は令和3年3月31日)、
再就職日は令和4年4月1日です。

自転車等駐輪対策 協 議 会
日時 6月29日㈬午後1時15分〜2時45分

募集施設

現地説明会日時

①東五軒町地域交流館・児童館
（東五軒町5―24）

6月29日㈬午前10時30分〜11時30分

②中町地域交流館・児童館
（中町25）

6月30日㈭午前10時30分〜11時30分
※説明会は細工町学童クラブ(細工町1―3)で
行います。

③西新宿シニア活動館
（西新宿4―8―35）

7月4日㈪午後2時〜3時
※午後3時45分からささえーる 薬王寺（市谷
薬王寺町51）で地域支え合い活動の見学があ
ります。

④新宿地域交流館
（新宿5―3―13）

7月6日㈬午後3時30分〜4時30分

⑤四谷スポーツスクエア
（四谷1―6―4）

日時・申し込み方法等詳しくは、新宿区ホーム
ページでご案内しています。

問合せ ▶①②…子ども家庭支援課児童館運営係（新宿7―3―29、新宿こ
こ・から広場内）☎（5273）4544・㋫（3232）0666、▶③④…地域包括ケ
ア推進課高齢いきがい係
（本庁舎2階）☎（5273）4567・㋫（6205）5083
▶ ⑤ … 生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 課 生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 係（ 第1分 庁 舎7階 ）
☎（5273）4358

内容 市 谷 薬 王 寺 町 地 域 の 住 居 表 示

ポーツ課スポーツ振興係☎
（5211）

実施素案の答申

3627、
▶工事…千代田区道路公園課計

会場・申込み 当日直接、区役所本庁舎

画・設計係☎
（5211）
4242、
▶その他…

5階大会議室へ。

区生涯学習スポーツ課生涯学習スポー

問合せ 地域コミュニティ課住居表示

ツ係
（第1分庁舎7階）
☎
（5273）
4358

係（本庁舎1階）☎（5273）3521

会場・申込み 当日直接、
新宿ファースト

区民のひろば

費用・㋲申込み・㋣問合せ

ウエスト
（西新宿1―23―7）
へ。

問合せ 区政情報課広報係
（本庁舎3階）

問合せ 交通対策課交通企画係(本庁舎
7階)☎（5273）4265

ます。

☎（5273）4064・㋫
（5272）5500
★催し・講座★

次世代育成協議会

外濠公園運動施設（市谷本村町・
千代田区五番町）の利用休止

□思い出ノートづくり講座 6月28

日時 7月8日㈮午後2時30分〜4時30分

期間 ▶ 野 球 場 …9月 上 旬 〜 令 和5年

日 ㈫、
7月26日 ㈫、
8月30日 ㈫ 午 後1

会場・申込み 当日直接、区立産業会館

3月31日 ㈮（ 予 定 ）、▶テニスコート

（BIZ新宿、西新宿6―8―2）
へ。

…8月1日㈪〜10月上旬（予定）

時〜3時、あんじゅうむ大久保(大久

※詳しくは、千代田区ホームページ（㋭

枚の写真から思い出を綴る。㋓無料。

☎
（5273）
4261

https://www.city.chiyoda.lg.jp/

㋲6月27日㈪までに電話か電子メー

住居表示審議会
日時 7月7日㈭午後3時〜4時

①講座・催し名
②〒・住所
③氏名
（ふりがな）
※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。

講座・催し等の
申し込み

６月の新宿区の人口

㋣ 午前9時〜午
ルで。
各回先着12名。

html ）
をご覧ください。

後6時に一福☎（6457）6138・

問合せ ▶利用…千代田区生涯学習・ス

㋱info-ippuku＠j-lifedesign.com

１日現在

（増減は前月比）

住民基本台帳人口 345 175人（1 513人増）
世帯数

221 629世帯（1 463世帯増）

日本人

外国人

人口計

307 925人
（102人減）

37 250人
（1 615人増）

男

153 753人
（29人減）

19 322人
（929人増）

女

154 172人
（73人減）

17 928人
（686人増）

1
保1）
で。
区内在住の60歳以上対象。

問合せ 子ども家庭課企画係
（本庁舎2階）

shisetsu/bunka/sotobori-ground.

はがき・ファックス等
の記入例

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月16日時点の情報をもとに掲載しています
詳しくは、
各所ホームページへ。

新 型 コ ロ ナ (COVID-19)の 各 種 相 談

令和4年（2022年）6月25日発行
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詳しくは新宿区ホームページ（右二次元コード）でもご覧いただけます。

症状・感染予防・受診等・ワクチンについて

新宿区ホームページは外国語でも閲覧可能です。

内容

相談先

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
発熱等の症状がある方への医療機関案内
※医療機関案内のみ。症状等の相談は、上記各相談センターへ。

電話・ファックス等

《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

☎
（5320）
4592・☎
（6258）
5780

《東京都》発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル

☎（6630）3710

《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

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）
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） 《東京都》

☎0570
（550）571

《厚生労働省》電話相談窓口（午前9時〜午後9時）

☎0120
（565）653

《東京都・LINE相談》新型コロナ対策パーソナルサポート@東京

㋭https://lin.ee/dCynj8n

【多言語の医療機関案内サービス】

《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）

☎（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

《東京都》妊娠相談ほっとライン（午前10時〜午後10時）

【妊産婦の方向け】症状・予防など

☎（5339）
1133

《東京都》オンライン助産師相談（月・水・金・土曜日午前10時〜午後5時）

㋭https://coubic.com/jmat/834046

【外国人向け生活相談】

《東京都》東京都多言語相談ナビ（TMC Navi）
（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

《東京都》もしサポコールセンター（午前9時〜午後10時）

☎0570
（057）565

ワクチン接種予約・会場、接種券の発送など

《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
（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

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）

☎（6258）
5802
☎0120
（761）770

経済支援について
内容

相談先

令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）
東京都出産応援事業

電話・ファックス

《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

《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

個人向け

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

傷病手当金

《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）

休業支援金・給付金
住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

《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）

個人向け資金特例貸付

《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）

☎0120
（221）276
☎0120
（005）885・㋫
（5273）4366
☎（5273）
3546・㋫
（5273）3082

企業向け

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 《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

《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

中小企業の相談・支援

《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4時

☎（3344）
0701・㋫
（3344）0221

店舗等賃貸人への家賃減額分の助成

《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 ※申請期限は6月30日㈭(消印有効) 《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

雇用調整助成金

《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

小学校休業等対応助成金・支援金

《厚生労働省》小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター（午前9時〜午後9時）

☎0120
（60）3999

区税・保険料の納付等について
内容

相談先

特別区民税・都民税、軽自動車税の納付相談

電話・ファックス

《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）

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
国民年金の特例免除・学生納付特例
区立住宅使用料等の減免

☎（5273）4534・㋫（3209）1460

《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

《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

《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）

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 《新宿区》①戸籍住民課住民記録係 ②税務課収納管理係
（課税・非課税・納税証明、住民票等）の事務手数料の免除
（いずれも土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分〜午後5時）

※入れ歯の作製・調整等は行いません。
対象 区内在住の方、8名
申込み 6月27日㈪から電話で問合せ

もぐもぐごっくん講習 会

講座

YouTube講座
（通信費等は申込者負担）
配信期間 7月11日㈪〜29日㈮
対象 区 内 在 住 の4か 月 〜1歳 程 度 の
お 子 さ ん の 保 護 者 で、

赤ち ゃ ん と 一緒に で き る マ マ 向 け
イベント
親子運動プログ ラム

大安ビル2階）
対象 小学5年生〜中学生と保護者、
6組12名

先へ。
先着順。

日時 7月25日㈪▶午後1時15分〜2時

内容 蕎麦打ち体験と出汁の取り方

会場・問合せ 落合保健センター
（下落

15分、
▶午後2時40分〜3時40分

費用 1組7 000円

合4―6―7）☎（3952）7161

対象 区内在住の乳児（はじめてのお子

持ち物 エプロン、三角巾

さんで、生後4〜9か月）と母親、各回

後援 新宿区

10組20名

申込み 6月28日㈫午前10時から電話

持ち物 運動しやすい服装、

で問合せ先へ。
先着順。

飲み物、バスタオル

問合せ 大庵本部☎
（3352）
5124

講座
精 神 保 健講演会
コロナ禍でのうつ・不安への対応

YouTube講座
（通信費等は申込者負担）

YouTube動画を視聴で

☎（5273）3787・㋫
（3204）2386
①☎
（5273）
3601・㋫
（3209）
1728
②☎
（5273）
4139・㋫
（3209）
1460

きる機器をお持ちの方

配信期間 7月30日㈯〜8月14日㈰

申込み 6月27日㈪から電話

内容 乳幼児の食べる機能の

対象 区内在住・在勤・在学で、
YouTube

で問合せ先へ。先着順。

発達と食事の進め方

動画を視聴できる機器をお持ちの方

会場・問合せ 四谷保健センター(四谷

申込み 7月7日㈭まで申し込み

内容 認知行動療法へのアプローチ方法

三栄町10―16)☎（3351）5161

フォーム
（右二次元コード）
から申し込め

申込み 8月14日㈰（講師へ

げます。詳しくは、東京都ホームページ

ます。

の 質 問 が あ る 方 は7月12

（ 右 下 二 次 元 コ ー ド。㋭ https://www.

問合せ 東新宿保健センター☎
（3200）
1026

日 ㈫ ）ま で 新 宿 区 ホ ー ム

seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/

入れ歯専門歯科医による相談会
イベント

日時 7月22日㈮午後1時30分〜4時10分

ページ（右二次元コード）から申し込

講座

性 別 に よ る 「 無 意 識 の 思 い 込 み」
インターネットでエピソードを募集中
抽選で400名にQUOカードを差し上

wlb̲top/0000001722.html）
へ。

めます。

親子体験食味学習会

問合せ 保健予防課保健相談係
（第2分

日時 7月25日㈪午前11時〜午後3時

問合せ 東 京 都 生 活 文 化

庁舎分館1階）☎（5273）3862

会場 手打そば大庵（新宿3―36―6、

スポーツ局☎
（5388）
3189

募集期間 7月18日㈷まで

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2395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

令和4年（2022年）6月25日発行

夏休みこども文化体験プログラム
プロの指導でさまざまな芸術・文化

プログラム名

日時

影絵

7月25日㈪
①午前10時30分〜12時
②午後1時30分〜午後3時

小学生
各回15名

手や頭などを使い、さまざま
な動物などの影を作る江戸
時代の手影絵

7月29日㈮
①午前10時30分〜12時
②午後1時30分〜3時

小学3年生〜中学生
各回15名

三味線を触って演奏に挑戦。
初心者歓迎

を体験できます。
日時・対象・内容 右表のとおり
会場 芸能花伝舎
（西新宿6―12―30）

長唄三味線

※日本舞踊は四谷地域センター
（内藤
町87）

落語

費用 100円（保険料等）
申込み はがきかファックスに6面記入

日本舞踊
（全3回）

例のほかプログラム名・日程・希望時間
（①②の別）
・学年（未就学児は年齢）
・性
別・保護者氏名を記入の上、
7月6日
（必
着）までに問合せ先へ。
応募者多数の場

（〒160-8484歌舞伎町1―5―1、
第1分庁
舎6階）
☎
（5273）
4069・㋫
（3209）
1500

お辞儀や立ち居振る舞いな
どを基礎から学習

琴

8月8日㈪
①午前10時30分〜12時
②午後2時〜3時30分

小学3年生〜中学生
各回15名

8月16日㈫
①午前11時〜12時
②午後2時〜3時

5歳〜中学生
各回20名
※未就学児は保護者同伴

わせください。
問合せ 文化観光課文化観光係

8月2日㈫〜4日㈭
①5歳〜小学1年生
①午後1時30分〜2時40分
②小学2年生〜中学生
②午後3時〜4時30分
各回20名
※3日間の参加が必須です。
小学生〜中学生
各回15名

紙切り

後も受け付けます。詳しくは、
お問い合

扇子でそばを食べ、
手拭いで手
紙を書くなど、
さまざまな仕草
に挑戦。
プロの落語実演もあり

8月5日㈮
①午前10時30分〜12時
②午後1時30分〜3時

結果は全員にお知らせします。

日本の手品

内容

8月1日㈪
小学生〜中学生
①午前11時〜12時
各回15名
②午後1時30分〜2時30分

狂言

合は区内在住の方を優先して抽選し、
※定員に空きがある場合は、締め切り

対象・定員

イベント

▲影絵

声と体の動きで動物の鳴き
声などを表現
「さくらさくら」の演奏に挑
戦。礼儀作法も身に付ける

▲日本舞踊

小学生〜中学生
リクエストに応じてハサミ1
8月12日㈮
各回15名
つでいろいろなものを作り出
①午前11時〜12時
※小学2年生までは保護者
す紙切り芸
②午後1時30分〜2時30分
同伴

8月18日㈭・19日㈮
金屏風づくり ①午前10時〜12時
②午後2時〜4時
きんびょうぶ

小学生〜中学生
各回10名

区民優待チケット先行販売

江戸時代の手品に挑戦。手品
道具は持ち帰り可
金箔の屏風に
「風神雷神図」
（俵屋宗達）の雷様を描く。屏
風を折りたためる秘密も公開

▲金屏風づくり（イメージ）

イベント

第34回 新宿御苑 森の薪能
都内でも有数の自然を誇る新宿御苑で、日本の古典芸能を当代最高峰の演者がお届けします。
日時 9月29日㈭午後6時45分〜9時
（午後6時開場）
会場 新宿御苑風景式庭園
（内藤町11）
※雨天時は新宿文化センター
（新宿6―14―1）
で上演します。
対象 区内在住の小学生以上
つりばり

の むらまんさい

お お え や ま

か え の か た

か ん ぜ て つ の じょう

…観世銕之丞
演目・演者 ▶狂言「釣針」…野村萬斎、▶能「大江山 替之型」

費用 ▶A席…6 000円、
▶B席…4 000円
（ABとも一般価格から1 000円割引）
申込み はがきに6面記入例のほか希望席（ABの別）
・枚数
（1人に付き2枚まで）を記入し、
7月11日
（必
着）までに問合せ先へ。A席・B席各50名。座席の場所の指定はできません。応募者多数の場合は抽選し、
結果は当選者にのみ7月15日㈮までに郵送でお知らせします。
問合せ 新宿観光振興協会（〒160-0023西新宿6―8―2、BIZ新宿）☎（3344）3160・㋫
（3344）3190

犬と猫のマイクロチップ情報登録制度が始まりました

投票日は7月10日
午前7時〜午後8時

犬や猫が迷子になったときなどに、マイクロチップの番号から飼い主の方が分かるよう
にするため、6月1日からペットショップ等で販売される犬と猫は、マイクロチップの装着

参議院議員選挙

とマイクロチップ情報
（所有者氏名・住所等）
の登録が義務になりました。
問合せ ▶制度について…衛生課管理係（第2分庁舎3階）☎（5273）3148・㋫（3209）1441
▶登録について…日本獣医師会コールセンター☎
（6384）5320（午前8時〜午後8時）

◆所有者情報の登録

◆犬の登録手続きが一部変更になります

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。投票日当日の投
票と異なり、期日前投票はいずれの投

マイクロチップを装着した犬や猫を飼い始めた

マイクロチップを装着した犬の所有者情報を環境省デー

ら、所有者情報を環境省データベース
（右二次元

タベースに登録すると、データが区に通知されるため、新規

票所でも投票できます。

コード。
㋭https://reg.mc.env.go.jp/）
に登録してください。

登録や住所変更等の、区の窓口での登録手続きは必要あり

期日前投票の日時・場所

※登録には手数料
（オンラインは300円、
紙申請は1 000円）

ません。

▶区役所第1分庁舎1階ロビー

がかかります。

※マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチッ

6月23日㈭〜7月9日㈯

※犬や猫を知人から譲ってもらう場合や、
すでに飼育してい

プを装着していても環境省データベースに登録していない

▶特別出張所（10か所）

る場合はマイクロチップの装着は努力義務です。
装着した場

場合は、今までどおり区の窓口で登録手続きが必要です。

7月3日㈰〜9日㈯

合は、
同様に所有者情報を登録してください。

※毎年の狂犬病予防注射済票の交付申請等は、今までどお

いずれも午前8時30分〜午後8時

※すでにマイクロチップを装着して民間の登録機関に登録

り必要です。

問合せ 区選挙管理委員会事務局（第1

している場合は、環境省データベースには自動的に登録さ

分庁舎3階）☎（5273）3740・

れません。改めて移行手続きをお願いします。

㋫（5273）5230

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。

