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戸山町一帯の変遷を学ぶ催し

● 展示
　旧新宿区戸山町に存在した尾張徳
川家下屋敷を中心とした一帯の歴史
的変遷を紹介します。
【日時】10月1日㈫～11月4日㉁

● 関連講演会「旧新宿区戸山町に存在
した尾張徳川家下屋敷の変遷」

【日時・定員】10月5日㈯午後2時～4
時（70名）
【費用】500円（資料代）

………＜以下共通＞………
【主催】新宿の歴史研究グループ「新
宿つつじの会」
【会場・申込み】当日直接、中央図書館
（大久保3―1―1）☎（3364）1421へ。

水曜上映会

【日時】10月9日㈬午後2
時～4時25分（午後1時40分開場）
【上映作品】「夏目漱石の妻2」（2時間

25分）
【会場・申込み】当日直接、新宿コズミ
ックセンター8階プラネタリウム（大
久保3―1―2）へ。先着80名。
【問合せ】中央図書館☎（3364）1421
へ。

絵本作家 黒川みつひろ

講演会「恐竜博士になろう！」

【日時】10月12日㈯午後1時30分～3
時
【対象】4歳以上、
80名（未就学児は
保護者同伴）
【会場・申込み】当日直接、中央図書館
（大久保3―1―1）へ。先着順。
【問合せ】こども図書館（中央図書館
内）☎（3364）1421へ。

西落合図書館の催し

①英語のハロウィンおはなし会
【日時】10月12日㈯午後3
時～4時
【対象】小学生までのお子さ
んと保護者、30名

【内容】英語絵本の読み聞かせ（朗読は
竹縄妙子／おはなしクレヨン）
②みんなで「百人染め」
　林芙美子の世界を染め上げよう
【日時・定員】10月13日㈰午後1時～
3時（30名）
【内容】1反の反物を参加者で染め上
げる（作品は、令和2年2月開催予定
の「染の小道」で展示）
【協力】染の小道実行委員会

………＜①②共通＞………
【会場・申込み】9月27日㈮から電話
または直接、同館（西落合4―13―
17）☎（3954）4373へ。先着順。

角筈周辺を街の専門家と歩く

【日時】10月19日㈯午後1時～4時
【集合場所】角筈地域センター（西新
宿4―33―7）
【講師】松本泰生（早稲田大学オープ
ンカレッジ講師・尚美学園大学講師）
【申込み】9月27日㈮から電話または
直接、角筈図書館（西新宿4―33―7）
☎（5371）0010へ。先着20名。

英語絵本のおはなし会

【日時】10月26日㈯午後2
時～2時30分
【対象】3歳～小学生、10名（未就学児
は保護者同伴）
【内容】英語絵本の読み聞かせと英語
の詩や歌の紹介
【会場・申込み】9月27日㈮から電話
で中 町 図 書 館（中町25）☎（3267）
3121へ。先着順。

ビブリオバトル・

インターナショナル・オオクボ

● 参加者を募集
　おすすめの本の紹介を聞いて、読み
たいと思った本に投票します。日本人
と日本語が話せる外国人の発表者、
各5名を募集します（観覧は自由）。
【日時】10月26日㈯午後2時～4時
【会場】大久保地域センター（大久保
2―12―7）
【申込み】9月29日㈰から電話または
直接、大久保図書館（大久保2―12―
7）☎(3209）3812へ。先着順。

無償化の概要

10月から
　10月から始まる幼児教育・保育の無償化では、認可保育園・認定こども園や幼稚園などの基本保育料のほか、認証保育所等や
幼稚園等の預かり保育も対象です。
　区では、区立認定こども園・幼稚園の入園料の無償化、認可保育園や認定こども園、地域型保育事業の0歳～2歳児クラスに在籍する
お子さんの基本保育料の多子世帯負担軽減の拡充、就学前の障害のあるお子さん（住民税課税世帯の0歳～2歳児を除く）が利用する
発達支援のサービス利用料や食材料費の無償化など、子育て家庭の負担軽減のより一層の拡充を図ります。

【問合せ】▶認可保育園、認定こども園に在籍している方の無償化・多子世帯負担
軽減の拡大・施設等利用費（区立子ども園の預かり保育）の請求…保育課入園・認
定係（本庁舎2階）☎（5273）4527、▶施設等利用費（認証保育所等、私立子ども園
の預かり保育）の請求、認証保育所・認可外保育施設の保育料助成…保育指導課
給付係（本庁舎2階）☎(5273)4584、▶幼稚園の無償化に関すること…学校運
営課幼稚園係（第1分庁舎4階）☎（5273）3103、▶ファミリーサポート事業・ひ
ろば型一時保育…子ども家庭支援課子育て支援係☎（3232）0695、▶児童発達
支援等…障害者福祉課支援係（本庁舎2階）☎（5273）4583へ。

①ウオーキング講座
【日時・定員】10月15日㈫午前10時
～12時（20名）
②パソコン講座～エクセル
【日時・定員】10月25日㈮午後1時30分
～3時（5名）
③ストレッチ3B（さんびー）体操
【日時・定員】10月25日㈮午後1時30分
～3時30分（20名）
【内容】道具を使ったストレッチ
④無理なくできるバランスごはん
【日時・定員】10月15日㈫午前10時～
午後0時30分（6名）
⑤昼食を作って食べよう
【日時・定員】10月18日㈮午前9時30分

ささえーる 薬王寺の催し

図書館の催し

※1　日用品や教材費、行事費、PTA会費などは無償化の対象外です。
※2�　原則として、保育料をいったん施設に支払った後に、施設等利用費（食材料費等を除いた保育料相当額）を請求していただく必要があります。
※３�　利用日数に応じて月額の上限額は変わります。また、現在利用中の施設で預かり保育を実施していない場合や、実施時間等が少ない場合は、預かり保育のほ
か、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります。ただし、定期利用保育との併用はできません。

※4�　認可保育園・認定こども園・幼稚園等を利用していない方が対象です。
※5 無償化の導入を受け、区が実施している認証保育所・認可外保育施設の保育料助成制度を変更します（右記参照）。

クラス 対象となる
利用施設等

保育の
必要性
の要件

新たな
認定の
手続き

保育料 ※1
請求
手続き
（下図1）

給食の提供・食材料費
（３歳以上）

▶３歳〜5歳児
▶非課税
　世帯の
0歳〜2歳児

▶認可保育園
▶地域型保育事業（0歳〜2歳児） 必要 不要 無償 不要 無償

認定こども園（保育園機能） 必要 不要 無償 不要 無償

認定こども園（幼稚園機能） 不要 不要 無償 不要 保護者負担（ただし、所得額が基
準未満世帯または第３子以降は
免除）

幼稚園

私立幼稚園（子ども・子育て
支援新制度移行園） 不要 不要 無償 不要

区立幼稚園 不要 不要 無償 不要

現行どおり
私立幼稚園（子ども・子育て
支援新制度未移行園）※2 不要 必要 月額３2,000円まで無償 必要

（下図1）

幼稚園・認定こども園の預かり保育※2 必要 必要 幼稚園・認定こども園の利用に加
え、月額11,３00円まで無償 ※３

必要
（下図1）

認証
保育所等

認証保育所・指導監督基準を
満たす認可外保育施設
※2・※4・※5

必要 必要
月額57,000円(３歳〜5歳児)または
67,000円(0歳〜2歳児)まで無償
※保護者助成金との合計額

必要
（下図1） 上限額の範囲内で無償

上記以外の認可外保育施設等
※2・※4 必要 必要 月額３7,000円(３歳〜5歳児)または

42,000円(0歳〜2歳児)まで無償
必要

（下図1）
保護者負担（ただし、定期利用保育・
保育ルーム（３歳〜5歳児）は無償）

①簡単スマホ講座
【日時・定員】10月16日㈬午後2時～4時（20名）
【講師】新井雅斗（ドコモ認定講師）
【持ち物】スマートフォン
②詩吟体験会
【日時・定員】10月18日㈮午後1時
30分～3時（12名）
【講師】榎本錦鶴（詩吟朗詠錦城会総
教師範）
③羊毛フエルト教室
【日時・定員】10月31日㈭午前10時～12時（10名）
【講師】千葉美恵子（手芸ワークショップ「ふわふわつくつ
く」主宰）
【費用】500円（材料費）

……………<①～③共通>……………
【対象】区内在住の60歳以上
【会場・申込み】①②は10月8日㈫までに、③は10月16日
㈬までに電話かファックス（2面記入例のとおり記入）ま
たは直接、同 館（北新宿3―20―2）☎（5348）6751・
㋫（3369）0081へ。応募者多数の場合は抽選。

北新宿第二地域交流館
の催し

認証保育所等・私立幼稚園（新制度未移行園）・幼稚園等の預かり保育を利用する方へ

≪無償化に伴う施設等利用費の請求手続きの流れ≫

①新たな認定の手続き

保
護
者

新
宿
区
役
所

認証保育所等（★1）
幼稚園・認定こども園

★2　認証保育所等を利用した場合、複数の施設・事業の領収証等を組み合わせて請求することもできます。

★1　認証保育所等…認証保育所、
ベビーホテルなどの認可外保育施
設のほか、一時保育（ひろば型一時
保育を含む）、定期利用保育、病児・
病後児保育、ファミリーサポート事
業のうち区市町村から確認を受け
た施設です。対象施設は新宿区ホー
ムページでご確認ください。

②施設・事業の利用、保育料の支払い

③領収証・提供証明書等の発行

④請求書と領収証・提供証明書等を締切日までに提出（★2）

⑤施設等利用費を交付

※区立幼稚園・区立認定こど
も園の預かり保育・定期利用
保育・保育ルーム（3歳～5歳
児）は一部手続きが異なりま
す。対象者には区から別途お
知らせを配布します。

大新宿区まつり協賛イベント
　パンフレットは文化観光課・特別出張所・区立図書館等で配布します。イベントの内容は各主催者にお問い合わせくだ
さい。開催日時等は変更することがあります。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】大新宿区まつり実行委員会事務局（第1分庁舎6階、文化観光課文化観光係内）☎（5273）4069・㋫（3209）1500へ
（「主催・問合せ」欄に★のついているイベントは、上記同まつり実行委員会事務局にお問い合わせください）。

行事名 日時 会場 主催・問合せ
新宿歴史博物館 特別展
「近代測量150年記念 測量×
地図 測り・描き・守り・伝える」

12月８日㈰まで（休館日を除く）
午前9時３0分〜午後5時３0分
（入館は午後5時まで）

新宿歴史博物館
（四谷三栄町12-16）

新宿未来創造財団学芸課
☎（３３59）21３1

早稲田かつおフェスタ 9月29日㈰〜10月20日㈰
各店舗の営業時間中 ワセダグランド商店会の参加店 ワセダグランド商店会

☎070（55８３）5542

新宿文化寄席 10月３日㈭
午後6時から

新宿文化センター
（新宿6-14-1）

新宿文化センター（新宿未来創造財団）
☎（３３50）1141

第40回はなぞのまつり 10月5日㈯
午後1時〜4時３0分

花園通り
（太宗寺通り入口〜花園小学校前信号） 花園町親交会（★）

第72回青空フェスタ 10月6日㈰
午後0時３0分〜6時

神楽坂商店街
（神楽坂商店街6丁目通り）

神楽坂商店街振興組合
☎（３260）4３5３

薬王寺商交まつり 10月6日㈰
午前10時〜午後4時

薬王寺商店街内
（市谷薬王寺町61〜74）

薬王寺商交会
☎（5３69）３41３

第３８回歌舞伎町まつり 10月6日㈰
正午〜午後7時

歌舞伎町シネシティ広場（歌舞伎町1-19）、
西武新宿駅ぺぺ前広場（歌舞伎町1-３0）

歌舞伎町商店街振興組合
☎（３209）9291

戸山３３わくわく祭り 10月12日㈯
午前10時〜午後4時

戸山ハイツ３３号棟西側多目的広場
（戸山2-３３）

とやま３３ワクワクまつり実行委員会
☎（３209）41３３

四谷大好き祭り2019
10月12日㈯
午後2時３0分〜８時
10月1３日㈰
午前11時〜午後5時

左門公園（左門町5）、信濃町第五駐車場・
第七駐車場

四谷地区商店会連合会
☎（３３5３）9000

神楽坂まち飛びフェスタ
2019 10月12日㈯〜11月３日㈷ 神楽坂エリア一帯 神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会

☎（6426）172８

高田馬場まつり 10月1３日㈰
午前10時３0分〜午後4時３0分

高田馬場駅前広場BIG BOX1階コンコース
早稲田通り（東京三協信用金庫本店前〜馬
場口交差点）

高田馬場銀座商店街振興組合
☎（３200）８750

新宿ユース・ステージパフォー
マンス2019

10月1３日㈰
午前10時〜午後4時

新宿文化センター
（新宿6-14-1）

新宿文化センター（新宿未来創造財団）
☎（３３50）1141

神楽坂化け猫フェスティバル 10月1３日㈰
午前10時〜午後5時 高齢者福祉施設神楽坂、神楽坂大通り 化け猫フェスティバル事務局

☎（6３04）1600
戸山三丁目南町会
「コミュニティの集い」

10月1３日㈰
正午〜午後３時 町内中央広場（都立戸山公園、戸山３） 戸山三丁目南町会

☎（３20３）4８0８

新宿スポレク2019 10月14日㈷
午前9時３0分〜午後３時３0分

新宿コズミックセンター（大久保３-1-2）・新
宿スポーツセンター（大久保３-5-1）・都立戸
山公園ほか

新宿未来創造財団
スポーツ・マラソン課
☎（３2３2）7701

ミニＳＬ流鏑馬青空特価市 10月14日㈷
午前10時〜午後2時

早稲田中・高等学校前庭
（馬場下町62） 早稲田駅前商店会（★）

第３８回大久保まつり 10月14日㈷
午前11時〜午後4時 大久保通り（新大久保駅〜明治通り）ほか 新大久保商店街振興組合

☎090（３6８３）８471
高田馬場流鏑馬（やぶさめ）の
公開

10月14日㈷
午後2時〜３時３0分

都立戸山公園
（箱根山地区、戸山３）

新宿未来創造財団学芸課
☎（３３59）21３1

百人町まつり 10月14日㈷
正午〜午後３時

大久保通り
（北新宿1丁目交差点〜大久保2丁目交差点）

新宿百人町明るい会
商店街振興組合
☎（３３71）８８97

鬼王神社の
えびすべったら祭

10月19日㈯・20日㈰
正午〜午後9時

稲荷鬼王神社境内
（歌舞伎町2-17-5）

鬼王神社えびすべったら祭実行委員会
☎（３200）2904

第21回ファミリービンゴゲーム
大会

10月27日㈰
午前10時〜午後３時

早稲田大学29号館前広場
（西早稲田1-３-10） ワセダグランド商店会（★）

新宿区生涯学習フェスティバル

「絵画展」10月1日㈫〜6日㈰午前
10時〜午後6時
（6日㈰は午後2時まで）

新宿文化センター
（新宿6-14-1）

新宿文化センター
（新宿未来創造財団）
☎（３３50）1141

「茶の湯の会」
10月1３日㈰午前10時〜午後３時

茶道会館
（高田馬場３-３9-17）

「書の展」
10月2３日㈬〜27日㈰
午前10時〜午後6時
（27日㈰は午後３時まで） 新宿文化センター

（新宿6-14-1）「写真展」
10月26日㈯〜11月4日㉁
午前9時〜午後10時

生涯学習館まつり

10月5日㈯・6日㈰
午前10時〜午後5時

戸山生涯学習館
（戸山2-11-101）

新宿文化センター
（新宿未来創造財団）
☎（３３50）1141

10月19日㈯・20日㈰
午前10時〜午後4時

住吉町生涯学習館
（住吉町1３-３）

10月19日㈯・20日㈰
午前10時〜午後4時３0分

北新宿生涯学習館
（北新宿３-20-2）

10月19日㈯・20日㈰
午前10時〜午後5時

赤城生涯学習館
（赤城元町1-３）

～午後0時30分（6名）
⑥夕食を作って食べよう
【日時・定員】10月28日㈪午後
3時30分～5時30分（6名）
⑦男のおつまみ講座　
【日時・定員】10月31日㈭午後2時～4
時30分（6名）

………<①～⑦共通>………
【会場・申込み】10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。④～⑦は当日、400円をお支
払いください。エプロン・三角巾をお持
ちの上、爪を切っておいでください。

幼児教育・保育の無償化が始まります

　助成金の対象要件・申込方法等詳しくは、在籍している認証保育所・
保育指導課給付係で配布している申請書でご案内しています。申請書
は、新宿区ホームページからも取り出せます。
※認可外保育施設の助成金は、一定の要件を満たし、認可保育園等の入
園を待機している方が対象です。
※上記★以外の方は、10月以降も助成額は変わりません。
※認証保育所の保育料助成・認可外保育施設の保育料助成は、いずれも
令和元年度までの予定です。令和2年度以降の助成制度の実施につい
ては、待機児童等の状況を踏まえて検討します。

　10月分から、次の方は保育料の助成額が変わります。現在支払ってい
る月額保育料（入園料・延長保育料等を除く）が助成の上限となります。
★新たな認定を受けた方…▶3歳～5歳児クラス／月額20,000円（施設
等利用費と合わせて月額57,000円まで）、▶0歳～2歳児クラスの住民税
非課税世帯の方／月額25,000円（施設等利用費と合わせて月額67,000
円まで）
※3歳～5歳児クラスは、世帯の住民税額の制限をなくします。認可外保育
施設の保育料助成については、3歳～5歳児クラスが新たに対象となります。

認証保育所・認可外保育施設の

保育料助成を拡充します

多子世帯の負担軽減（第2子半額・第3子無料）

を拡充します

【対象】▶認可保育園、▶認定こども園、
　　　 ▶地域型保育事業（0～2歳児）
現行 原則として、認可保育園等
に在園する未就学児のきょうだ
いを子どもの人数にカウント
（年収約600万円以下の世帯はき
ょうだいの年齢制限なし）

10月以降　世帯収入・子どもの年齢
にかかわらず、きょうだいを子ども
の人数にカウントし、きょうだいが
利用する対象施設に認可外保育施設
を含めます。

→

手続き不要

のの

◆新たな認定の手続きが済んでいない方は、
　お早めに申請してください。

　評価結果を取りまとめた令和元
年度内部評価実施結果報告書（施
策評価・計画事業評価）は、行政管
理課・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。区政情報
センターでは有償頒布も行ってい
ます。

【問合せ】行政管理課（本庁舎3
階）☎(5273)4245へ。

行政評価（内部評価）

結果を公開しています

※現行も10月以降も生計が同一である必要があります。

図1

　世代にかかわらず、区内在住
のどなたでも参加できます。

★保育の必要性がある住民税課税世帯の方…0歳～2歳児クラスに在籍
しているお子さんが▶第2子／月額54,000円、▶第3子以降／月額
67,000円
※きょうだいの数には、未就学児のほか、就学以降の子どもを含めます。


	10月から　幼児教育・保育の無償化が始まります

	無償化の概要
	認証保育所・認可外保育施設の保育料助成を拡充します
	多子世帯の負担軽減（第2子半額・第3子無料）を拡充します

	北新宿第二地域交流館の催し

	図書館の催し

	大新宿区まつり協賛イベント

	ささえーる 薬王寺の催し

	行政評価（内部評価）結果を公開しています


