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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

