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▶11月10日㈰ここ・からまつ
りを開催

▶多世代近居同居助成・次世
代育成転居助成

開催中 区長と話そう～しんじゅくトーク

　当日直接、会場へおいでください。
【日時・会場・テーマ】右表のとお
り。時間はいずれも午後7時~9時
【定員】各回50名程度。会場の都合
により定員を超えた場合は、入場で
きないことがあります。
【問合せ】区政情報課広聴係（本庁
舎３階）☎（527３）4065・㋫（5272）
5500へ。

本イベント

協力企業 【活動日時】12月1日㈰午前8時３0分～12時ま
たは正午～午後３時３0分
【活動場所】落合第二中学校・落合第三小学校
【対象】中学生以上で下記説明会に参加できる
方、各回40名（未成年者は保護者の同意が必要）
【説明会日時・会場】①▶11月16日㈯午後1時
～2時、②▶11月18日㈪午前11時～12時、い

ずれも区役所本庁舎地下1階11会議室
【内容】イベント会場での運営補助、会場整理
【申込み】電話か電子メール（氏名、活動希望時
間、説明会希望日（①②の別）を記入）で11月5
日㈫までに同 課㋱2020-volunteer@city.
shinjuku.lg.jpへ。先着順。参加者は新宿2020
サポーターに登録します。

新宿区主催

新宿から世界へ

ひろがる未来に

夢・チャレンジ！

日程 会場（地域センター） テーマ
10月25日㈮ 若松（若松町12―6） 町会・自治会活動の今、これから

10月28日㈪ 戸塚（高田馬場2―18―1） 新宿区における「健康づくり」の現状と取り組み

10月30日㈬ 角筈（西新宿4―33―7） 新宿駅周辺地域のまちづくり

11月1日㈮ 大久保（大久保2―12―7） 「大久保通り」の環境整備（混雑緩和等）

11月11日㈪ 落合第一（下落合4―6―7） 大雨に備えて～水害と土砂災害への対策

11月13日㈬ 牛込簞笥（簞笥町15） 地域の絆

11月18日㈪ 落合第二（中落合4―17―13） 町会・自治会活動と地域の絆づくりに向けて

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた
250日前記念イベント

【日時】12月1日㈰午前10時～午後3時
　　　　　※雨天の場合は、一部内容を変更して行います。

【会場】落合第二中学校（西落合1―6―5）

　　  落合第三小学校（西落合1―12―20）
◆上履き、必要に応じて飲み物・タオル・着替えをお持ちの上、おいでください。
※当日は、取材・撮影等が行われる場合があります。

　アスリートによる　アスリートによるスポーツスポーツ教室（教室（下記下記）のほか、染色等の伝統工芸やパラスポーツの体験コーナーなど、企画が盛りだくさんです。）のほか、染色等の伝統工芸やパラスポーツの体験コーナーなど、企画が盛りだくさんです。
オリンピックのメダリストをはじめ、多くのアスリートが出演します。
【問合せ】東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課（第1分庁舎7階）☎（527３）4220・㋫（527３）３9３1へ。

東京2020マスコットが
やってくる ！

東京2020マスコットが
やってくる ！

本イベント運営ボランティア（新宿2020サポーター）を募集しています

岡野雅行さん
元 日 本 代 表
（サッカー）

北澤豪さん
元日本代表（サ
ッカー）・日本
障がい者サッ
カー連盟会長

【主なゲスト】
アスリートによるトークショー

谷本歩実さん
アテネ2004・
北京2008オリ
ンピック金メ
ダリスト（柔道）

©日本スポーツ©日本スポーツ
エージェントエージェント

塚原直貴さん
北京2008オ リ
ンピック銀メダ
リスト（陸上4×
100ｍリレー）

サイード横田
仁奈さん
ロンドン2012
オリンピック
出場（新体操）

三井梨紗子さん
リオデジャネイロ
2016オリンピック
銅メダリスト（アーティ
スティックスイミング）

走り方教室

【時間・会場・対象】
▶午前11時30分
～午後0時30分…
落合第二中学校校
庭／5歳～小学2
年生、50名
▶午後1時45分～
2時45分…落合第
三小学校校庭／小
学3・4年生、30名

体 操 教 室

【時間・会場】
▶①午前11時30
分～12時…落合
第三小学校校庭
▶②午後1時～1
時30分…落合第
二中学校校庭
【対象】5歳～小
学6年生、①は50
名、②は30名

【時間・会場】
午後1時～2時15分…落合第
二中学校体育館
【対象】小学5年生以上、50名

777日前記念イベントから（サッカー教室）

アスリートによるスポーツ教室 ★各教室開始30分前から先着順で整理券を配布します

▶おもてなし店舗支援事業補
助金

▶11月は児童虐待防止月間

▶住民票やマイナンバーカード
に旧姓（旧氏）が併記できます

©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020©Tokyo2020

元日本代表監督と
現役選手が指導する

シッティングバレー
ボール教室

令和元年台風第19号災害義援金
　区では、募金箱を設置しています。
【設置期間】令和2年３月17日㈫まで
【設置場所】区役所本庁舎・特別出張所・新宿コズ
ミックセンター（大久保３―1―2）・区立図書館ほか３―1―2）・区立図書館ほか３
【問合せ】総務課総務係（本庁舎３階）☎（527３）
３505・㋫（３209）9947へ。
※物品の寄付は受け付けていません。お預かりした義
援金は、日本赤十字社を通じて全額を現地へ送ります。
※区職員が自宅等を訪問し、義援金をお願いすること
はありませんので、ご注意ください。

◆全会場で託児（事前に区政情報課広聴係へ
お申し込みください）・手話通訳があります。

ご協力をお願いします



こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！
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平成30年度決算の概要
　令和元年第3回区議会定例会で、30年度の決算が認定されました。
一般会計を中心に概要をお知らせします。
【問合せ】財政課（本庁舎3階）☎（5273）4049・㋫（3209）1178へ。

冊子「新宿区の財政について」を作成しました

財政収支

　30年度は、歳出面では補助費等や積立金などのその他経費が増となったものの、歳入面では納税義務者数
の増などにより、特別区民税が増となり、実質単年度収支は黒字となりました。
　経常収支比率は、適正水準（70％～80％）を超える80.8％となっており、29年度に比べて0.1ポイント改善
したものの、区の財政構造は硬直化している状況を脱したとは言えません。

　自治体の財政状況を早期に把握し、破綻を
防ぐことを目的に制定された「地方公共団体
の財政の健全化に関する法律」では、自治体財
政の健全度を測る4つの指標（実質赤字比率、
連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担
比率）を定めています。
　30年度決算では、4指標全てで国の定める
基準（早期健全化基準）を下回り、区の財政が
健全であることを示しています。

健全化判断比率

基本政策の実現に向けた

主な取り組み

　30年度は、総合計画の着実な推進に向けて、重
点的に取り組む「5つの基本政策」に基づき策定し
た第一次実行計画（計画期間／30年度～令和2年
度）の初年度であり、「次の10年を展望する新総合
計画の達成に向け、新たな一歩を踏み出す第一次
実行計画を確実に推進する予算」と位置付け、区政
が直面する課題に積極的に取り組みました。
　30年度の主な取り組みは次のとおりです。

基本政策Ⅴ 好感度1番の区役所

◎�区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成
／1,330万円

基本政策Ⅳ 健全な区財政の確立

◎行政評価制度の推進／341万8千円

　区財政の現状と課題を区民の皆さんにお
知らせし、今後の財政運営の議論に活用し
ていただけるよう、冊子を作成しました。
　財政課・特別出張所・区政情報センター
（本庁舎1階）で配布しているほか、区立
図書館で閲覧できます。新宿区ホーム
ページでもご覧いただけます。

表1 一般会計の財政収支（△は減）

※1 明許繰越分（事業が終了せず翌年度に繰り越す事業費）
※2 実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額
※3 単年度収支に基金の積立金を加え、取り崩し額を除いたもの
※4 区税などの経常的な収入が、人件費や施設の維持などの経常的支出にどれだけ充てられたかを示す比率

項目 30年度 29年度 増　減
歳入歳出予算現額 1,501億4,964万3千円 1,463億5,647万5千円 37億9,316万8千円
歳入総額（収入率） Ａ 1,465億5,107万8千円（97.6％）1,448億3,155万7千円（99.0％） 17億1,952万1千円
　うち特別区税 494億938万5千円 478億1,415万2千円 15億9,523万3千円
　うち特別区交付金 285億2,766万3千円 281億6,651万5千円 3億6,114万8千円
歳出総額（執行率） Ｂ 1,419億7,089万9千円（94.6％）1,391億6,936万8千円（95.1％） 28億153万1千円
形式収支（Ａ―Ｂ） Ｃ 45億8,017万9千円 56億6,218万9千円 △10億8,201万円
翌年度に
繰り越すべき財源 ※1 Ｄ 6億8,865万2千円 2億6,419万1千円 4億2,446万1千円

実質収支（Ｃ―Ｄ） Ｅ 38億9,152万7千円 53億9,799万8千円 △15億647万1千円
単年度収支 ※2 Ｆ △15億647万1千円 19億526万3千円
積立金 Ｇ 30億7,257万1千円 21億270万7千円 9億6,986万4千円
積立金取り崩し額 Ｈ 0円 0円 0円
実質単年度収支
（Ｆ）＋（Ｇ）―（Ｈ）※3 Ｉ 15億6,610万円 40億797万円

経常収支比率 ※4 Ｊ 80.8％ 80.9％ △0.1ポイント

※端数処理の関係で、合計数値や構成比が合わないことがあります。

表2 一般会計の性質別経費（△は減）

区分 30年度 29年度 対前年比
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

義務的経費 765億円 53.9％ 768億円 55.2％ △3億円 △0.5％
投資的経費 90億円 6.3％ 90億円 6.5％ 0億円 0.1％
その他経費 565億円 39.8％ 534億円 38.3％ 31億円 5.9％
合計 1,420億円 100％ 1,392億円 100％ 28億円 2.0％

表3 特別会計の財政収支（△は減）
国民健康保険特別会計 介護保険特別会計 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算現額 382億39万1千円 249億6,179万2千円 72億2,520万円
前年度比（増減率） △42億8,499万6千円（△10.1％）△16億1,030万円（△6.1％） 2億9,039万9千円（4.2％）
歳入決算額（収入率） 380億7,897万8千円（99.7％） 245億300万5千円（98.2％） 72億2,103万8千円（99.9％）
前年度比（増減率） △46億8,962万8千円（△11.0％） 2億7,617万円（1.1％） 3億1,721万2千円（4.6％）
歳出決算額（執行率） 377億2,768万2千円（98.8％） 237億5,233万3千円（95.2％） 71億8,811万5千円（99.5％）
前年度比（増減率） △41億6,604万9千円（△9.9％） 2億9,824万8千円（1.3％） 3億2,366万9千円（4.7％）

※30年度決算は、全ての会計で実質収支が黒字となったため、実質
赤字比率・連結実質赤字比率は算出されませんでした。また、将来負
担比率は、将来負担額より地方債償還等に充用できる財源が大きか
ったため、算出されませんでした。

健全化判断比率 （単位：％）

区分 実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

新宿区 ― ― △3.8 ―
（参考）

早期健全化基準 11.25 16.25 25.0 350.0

一般会計・特別会計の財政収支（下表1～3）

　30年度末の基金（区の貯金）の現在高は、前年度と比較して63億
円増加し、532億円となりました。一方、区債（区の借金）の現在高
は、償還が進んだことで、10億円減少し、199億円となりました。
　しかし、区財政を取り巻く環境は、国による不合理な税制改正や
ふるさと納税による特別区民税の減収なども懸念され、依然とし
て先行きが不透明な状況であり、将来にわたり安定した財政基盤
を確保するには、より一層効果的・効率的な財政運営が必要です。

表4 基金・区債の現在高（△は減）表4 基金・区債の現在高（△は減）表4
項目 30年度末 29年度末 増減額

基金
現在高 532億円 469億円 63億円

区債
現在高 199億円 209億円 △10億円

基金・区債の現在高（右表4）

基本政策Ⅱ 新宿の高度防災都市化と

安全安心の強化

◎建築物等の耐震性強化／4億931万7千円
◎�道路の無電柱化整備
／3億6,110万円
◎�客引き行為防止等の
防犯活動強化
　／5,623万7千円
◀道路の無電柱化整備

◎新宿駅周辺地区の整備推進
／4億4,379万1千円
◎自転車等の適正利用の推進
　／2億2,439万1千円
◎�ごみ発生抑制を基本とする
ごみの減量とリサイクルの推進
　／12億2,527万3千円
◎商店街の魅力づくりの推進／1,653万9千円
◎魅力ある観光情報の発信／2,001万4千円
◎�東京2020オリンピック・パラリンピック開催に
向けた気運醸成（普及啓発）
　／5,125万3千円

基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

基本政策Ⅰ 暮らしやすさ1番の新宿

◎気軽に健康づくりに取り
組める環境整備
　／1,033万円
◎認知症高齢者への支援体
　制の充実
　／5,016万6千円
◎着実な保育所待機児童対
　策等の推進
　／9億3,860万6千円
◎放課後の居場所の充実／16億6,602万5千円
◎妊娠期からの子育て支援／4,896万3千円
◎一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育の推進
　／2億1,463万3千円
◎国際理解教育及び英語教育の推進／4,072万6千円
◎�若者の区政参加の促進／256万7千円

▲区オリジナル筋力トレー
ニング「しんじゅく100ト
レ」
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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 shinjuku. info

新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は ☎03（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

消費生活バス見学会 

【日時・集合場所】11月13日㈬午前8時
30分に東京三協信用金庫本店（高田馬
場2―17―3）前集合、午後5時30分解
散予定（往復バス利用）
【対象】区内在住・在勤の方、20名
【見学先】東京都水の科学館（江東区有
明）、クリクラ町田工場（町田市小野路
町。ミネラルウォーターの工場）。歩き
やすい靴でおいでください。
【費用】1,500円（昼食代等）
【協力】新宿区消費者団体連絡会
【申込み】往復はがきに3面記入例のほ
か年齢を記入し、11月1日（必着）まで
に新宿消費生活センター（〒160-0022
新宿5―5―5 18―18―18 21―21― 、第2分庁舎3階）☎（5273）
3834へ。応募者多数の場合は抽選。

区内企業向けセミナー

● 実践的ワーク・ライフ・バランスと
　健康経営を目指して
【日時】11月22日㈮午後1時30分～4時
30分
【対象】区内の企業経営者・管理職・従業
員ほか、50名
【講師】髙橋丈晴（経営実務コンサルタ
ント）
【会場・申込み】10月28日㈪から所定の
申込書をファックスで男女共同参画推
進センター（ウィズ新宿、荒木町16）
☎（3341）0801・㋫（3341）0740へ。先
着順。申込書は同センター・特別出張
所・区立図書館等で配布しているほか、新
宿区ホームページから取り出せます。

生ごみと落ち葉でたい肥作り 

● みどりのカーテンプロジェクト
【日時】11月24日㈰午後1時30分～3時
【会場・申込み】往復はがきかファック
ス・電子メール（3面記入例のとおり記
入）で11月16日（必着）までに環境学習情

報センター（〒160―0023西新宿2―11
―4）☎（3348）6277・㋫（3344）4434・
㋱info@shinjuku-ecocenter.jpへ。定
員15名。応募者多数の場合は抽選。

リサイクル講座 

● 古布でクリスマス・ミニツリー作り
【日時】11月26日㈫午後1時～4時
【対象】区内在住・在勤の方、20名
【費用】400円（材料費等）
【持ち物】古布（30cm×40cm程度の木
綿地またはバンダナ・ハンカチ（切らな
い））1枚、裁縫道具、物差しほか
【共催】新宿環境リサイクル活動の会
【会場・申込み】往復はがきに3面記入例の
とおり記入し、11月6日（必着）までに新
宿リサイクル活動センター（〒169-0075
高田馬場4―4―4 10―10―10 2）☎（5330）5374（月曜
日休館）へ。応募者多数の場合は抽選。

消費者講座「自家焙煎のコーヒー

豆から学ぶフェアトレード」 

● 新宿消費生活センター委託講座
【日時】11月29日㈮午後7時～9時
【会場】新宿消費生活センター分館（高
田馬場1―32―10)
【対象】区内在住・在勤・在学の方、30名
【講師】寺田俊（NPO法人APLA）
【費用】300円(材料費)
【申込み】往復はがきに3面記入例のと
おり記入し、11月8日（必着）までに新
宿未来創造財団文化・学習課（〒160―
0022新宿6―14―1、新宿文化セン
ター内）☎（3350）1141へ。応募者多数
の場合は抽選。

分譲向け

マンション管理セミナー 

【日時】11月30日㈯午後1時30分～4時
30分（受け付けは午後1時から）
【会場】戸塚地域センター（高田馬場2
―18―1）
【対象】区内分譲マンションの管理組合
役員・区分所有者・居住者、50名
【内容】講演「マンションの「終活」を考

える」（講師は小杉学・明海大学不動産
学部准教授、藤木亮介・㈱スペースユニ
オン一級建築士）
【申込み】10月28日㈪～11月18日㈪に
電話または直接、住宅課居住支援係(本
庁舎7階)☎（5273）3567へ。先着順。講
演テーマに関する質問を11月21日㈭
まで受け付けます（全ての質問に回答
できない場合あり）。

家族介護者交流会 

　高齢のご家族を介護している方、介
護していた方が集まって、介護の悩み
を語り合ったり、情報交換する場です。
当日直接、会場へおいでください（途中
入退場自由）。
【11月の日時・会場】▶四谷の会…7日
㈭午後1時30分～3時30分／四谷保健
センター等複合施設（四谷三栄町10―
16）、▶フレンズ2…26日㈫午後1時30
分～4時／高齢者福祉施設神楽坂（矢
来町104）、▶わきあいあい…13日㈬
午後1時30分～3時30分／マザアス新
宿（新宿7―3―31）、▶大久保・あった
会…12日㈫午後1時30分～3時30分／
大久保地域センター（大久保2―12―
7）、▶ひとやすみの会…16日㈯午後1
時30分～4時／新宿リサイクル活動セ
ンター（高田馬場4―10―2）、▶かずら
会…15日㈮午後2時～4時／落合第二
地域センター（中落合4―17―13）
【問合せ】高齢者支援課高齢者相談第二
係（本庁舎2階）☎（5273）4254へ。介護
のために参加が難しい方は、ご相談く
ださい。

ボランティア入門講座 

【日時】11月27日㈬午後1時30分～3時
30分
【会場】デンマークイン新宿（原町2―43―43― ）
【内容】講座「高齢者施設でボランティ
アを始めよう」、介護支援等ボランティ

ア・ポイント事業（活動に応じて貯めた
ポイント（年間上限5,000円分）を換
金・寄付可）の紹介
【申込み】10月28日㈪~11月22日㈮に電
話かファックス（3面記入例のとおり記
入）で区社会福祉協議会東分室（四谷三
栄町10―16）☎（3359）0051・㋫（3359）
0012へ。先着20名。

新宿いきいき体操講習会 

　新宿いきいき体操サポーターの皆さ
んと「新宿いきいき体操」を覚えません
か。介護予防のミニ講座（テーマは
「ヒートショック対策」）もあります。
【日時】11月28日㈭午後2時～4時
【会場】落合第二地域センター（中落合
4―17―13）
【対象】区内在住・在勤の方、30名程度
【持ち物】飲み物、汗拭き用のタオル、室
内履き（スリッパ不可）。動きやすい服
装でおいでください。
【申込み】電話かファックス（3面記入
例のとおり記入）で地域包括ケア推進
課介護予防係（本庁舎2階）☎（5273）
4568・㋫（6205）5083へ。

【期間・内容】展示時間はお問い合わ
せください。
● 区民ギャラリー
▶10月26日㈯～11月10日㈰…新
宿区環境絵画・環境日記展2019
※11月7日㈭～9日㈯は閉室
【会場・問合せ】エコギャラリー新宿
（西新宿2―11―4）☎（3348）6277へ。

エコギャラリー新宿 １１月の展示

● 第3期募集
　区内に住む親または子世帯と新たに近居・同居
する場合や、子育て世帯が区内で住み替えをする
場合に、かかった費用の一部を助成します。
　いずれも住み替え先の住宅を契約する前に
「予定登録申請」が必要です。助成には、ほかに
も要件があります。申し込み方法等詳しくは、
お問い合わせください。
【問合せ】住 宅 課 居 住 支 援 係（本庁舎7階）
☎（5273）3567へ。
● 多世代近居同居助成
　区内で新たに近居または同居する子世帯と
その親世帯のうち、引越しをする世帯に、初期
費用（引越代・礼金・仲介手数料・不動産登記費
用）の一部（複数世帯は20万円、単身世帯は10
万円を限度）を助成します（既に近居の状態に
ある方は、新たに同居する場合のみ）。
● 次世代育成転居助成
　義務教育修了前のお子さんを扶養し同居し
ている子育て世帯が、区内で民間賃貸住宅に
住み替える際の、転居に伴う家賃の上昇分（月
額35,000円を限度・最長2年間）と、引越代（10
万円を限度）を助成します。

多世代近居同居助成・
次世代育成転居助成

申請受付は

11月1日㈮からからから

申請受付は11月1日㈮からからから

先着各20世帯
店舗の多言語対応・

トイレ洋式化のための費用を

一部助成します

おもてなし店舗
支援事業補助金

住民税非課税世帯の方へ

新宿区プレミアム付商品券

【問合せ】▶制度概要・申請手続き等…新宿区
プレミアム付商品券専用コールセンター
☎0120（204）669（午前9時～午後7時（土・日
曜日、祝日等を除く））、▶個別の内容（申請書
の再発行等）…産業振興課プレミアム付商品
券事業担当（本庁舎6階）☎（5273）3511へ。

商品券取扱店舗（約3,500店舗）
区内の▶小売店（百貨店・スーパーマーケ
ット・コンビニエンスストア・書店・衣料品
店等）、▶飲食店、▶サービス業店舗、▶医
療機関、▶保険薬局、▶介護事業所ほか
※取扱店は、商品券初回購入時にご案
内します（商品券ホームペー
ジ（右図QRコード参照）でも
確認可）。

①講座・催し名
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号
（往復はがきの場
合は、返信用にも
住所・氏名）

※往復はがきは、各記事
で指定がある場合のみ。
※費用の記載のないも
のは、原則無料。

講座・講座・
催し等の
申し込み申し込み

はがき・ファックスの記入例

● 住民税非課税世帯の方へ
　事前に購入引換券の交付申請が必要です。10月9日時点で申請が確認
できていない方には、10月24日に再度、申請書をお送りしました。
※子育て世帯で対象となる方へは、購入引換券を送付済みです。

【問合せ】産業振興課産業振興係（西
新宿6―8―2、BIZ新宿4階）☎（3344）
0701へ。

● 区内全ての郵便局
　一部の郵便局では土・日曜日、祝
日も販売しています。

● 区役所本庁舎地下１階１１会議室
　（第4日曜日のみ）
※10月は27日㈰午前9時～午後5時。

　商品券を購入するには「新宿区プレミアム付商品券購入引換券」が
必要です（郵送による購入引換券の申請期限は令和2年2月28日㈮）。

購入引換券

商品券販売場所

申請はお早めに

● 令和元年度後期分募集
　区内の飲食業・小売業・サービス業を営む店舗における、来街者の利便性の
向上と受け入れ対応の強化を図るため、多言語対応や来街者も使用可能なト
イレの洋式化に要する費用の一部を補助します。また、自動翻訳機の導入を
検討できるよう、無料で貸し出します。詳しくは、お問い合わせください。
【補助金額】補助対象経費の3分の2以内（上限額・件数／▶多言語対応…1
件10万円まで（50件程度）、▶トイレの洋式化…1件30万円まで（9件程度））
※補助金の交付決定後、令和2年3月31日㈫までに補助事業・経費の支払
いを完了し、実績報告書を提出する必要があります。
【申込み】所定の申請書等を11月1日㈮～令和2年2月28日㈮に産業振興課産
業振興係へお持ちください（予算金額に達し次第、受け付け終了）。応募要
項・申請書は同係で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。
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令和2年度新入園児募集

● 区立幼稚園・子ども園(幼稚園機能)
各園で入園申請書を配布しています。

【対象】保護者と区内在住で集団生活に
支障がなく、保護者等の送り迎えが可
能な3～5歳児

【申請書受付日】11月5日㈫～7日㈭
【問合せ】▶幼稚園…学校運営課幼稚園
係（第1分庁舎4階）☎（5273）3103へ。
▶子ども園…保育課入園・認定係（本庁
舎2階）☎（5273）4527へ。詳しくは、問
合せ窓口、各園、特別出張所等で配布し
ている募集案内をご覧ください。新宿区
ホームページでもご案内しています。
※私立幼稚園・子ども園（幼稚園機能）の
募集は、各園へお問い合わせください。

英語であそぼう 

【日時】11月10日㈰午前11時～11時45分
【対象】小学生までのお子さんと保護
者、20名

【会場・申込み】10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。先着順。

子ども映画会 

【日時】11月10日㈰午後2時～2時30分
【対象】中学生まで、40名（保護者の同
伴可）

【上映作品】「きょうはなんてうんがい
いんだろう」「はらぺこおおかみとぶた
のまち」（日本語字幕）

【会場・申込み】当日直接、こども図書館
（ 大 久 保3―1―1、中 央 図 書 館 内 ）
☎（3364）1421へ。先着順。

お絵かき・読み聞かせ

ワークショップ 

【日時】11月16日㈯午後2時～3時
【会場】北新宿生涯学習館（北新宿3―
20―2）

【対象】小学3年生まで、20名
【講師】ひろたあきら（お笑い芸人）
【申込み】10月27日㈰から電話または
直接、北新宿図書館（北新宿3―20―2）
☎（3365）4755へ。先着順。

本と絵本の講座 

● 絵本のある子育て
【日時】11月20日㈬午前10時～11時30分
【対象】未就学児の保護者ほか、30名
【講師】神保和子（子どもの本の家「ちゅ
うりっぷ」主宰）
● 子どもたちに読書の楽しさを

【日時】11月27日㈬午前10時～11時30分
【対象】小学生の保護者ほか、30名
【講師】片居木薫（EhonCafeイングリ
ッシュ・ブルーベル）

………＜以下共通＞………
【会場】中央図書館（大久保3―1―1）
【申込み】10月27日㈰から電話または
直接、こども図書館（中央図書館内）
☎（3364）1421へ。先着順。

講演会「のびのび育つ

ほめ方・しかり方のポイント」 

【日時】11月20日㈬午前10時～11時30分
【対象】区内在住の3歳未満のお子さんの
保護者、15名（お子さんと一緒に参加可）

【講師】内田良子（心理カウンセラー）
【会場・申込み】10月28日㈪から電話かファ
ックス（3面記入例のとおり記入）で東新宿
保健センター（新宿7―26―4）☎（3200）
1026・㋫（3200）1027へ。先着順。

小説「草枕」の美術世界

～新・草枕絵展 

　小説の世界を表現した絵画展と夏目
漱石ゆかりの地の俳句写真展です。

【期間】11月2日㈯～29日㈮
【共催】新宿区
【会場・申込み】当日直接、漱石山房記念
館（早稲田南町7）へ。

【主催・問合せ】玉名市ふるさとセール
ス課観光振興係☎0968（73）2222へ。

芸術サロン・映画会 

【日時】11月7日㈭午後2時～3時40分
（午後1時45分開場）
【内容】「あに・いもうと」（監督／成瀬
巳喜男、出演／京マチ子ほか）

【会場・申込み】当日直接、四谷地域セン
ター（内藤町87）☎(3351)3314へ。先
着80名。

落合第二地域センターまつり 

● きてみて 見てみて きいてみて
【日時】11月10日㈰午前10時～午後3
時30分

【内容】同センター登録団体のステージ
発表（コーラス・ダンス・武道・ジャズバ
ンド・バレエ等）、体験コーナー、模擬店

【会場・問合せ】同センター（中落合4―
17―13）☎（3951）9941へ。

講演会「おいしいお茶の入れ方と

環境への取り組み」 

【日時】11月22日㈮午後1
時30分～3時30分

【会場】角筈地域センター
（西新宿4―33―7）
【対象】区内在住・在勤・在学の方、50名
【講師】㈱伊藤園
【申込み】電話かファックス（3面記入
例のとおり記入）で10月28日㈪～11
月15日㈮に角筈地区協議会（角筈特別
出張所内）☎（3377）4381・㋫（5350）
2868へ。先着順。

「おもてなし」英会話講座 

● テーマは「観光する」
【日時】11月10日㈰午後2時～4時
【会場】角筈地域センター（西新宿4―
33―7）

【申込み】10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40名。

中央図書館上映会 

【日時・上映作品】▶映画の夕べ…11月8
日㈮午後6時から（午後5時40分開場）
／「裏窓」（114分、日本語字幕）、▶水曜
上映会…11月13日㈬午後2時から（午
後1時40分開場）／「風といのちの詩

うた

」
（90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。各日先着80名。

【問合せ】中央図書館☎（3364）1421へ。

四谷まち歩き 

● 宿場町・内藤新宿の風情を訪ねて
【日時】11月16日㈯午前10時に四谷区民
センター1階（内藤町87）前集合、正午ころ
太宗寺（新宿2―9―2）で解散（雨天実施）

【行き先】内藤新宿分水散歩道、成覚寺、
太宗寺ほか
※まち歩き終了後に茶話会と内藤七色

（七味）新物の調合イベントを実施しま
す（希望者のみ当日申し込み）。

【費用】100円（資料代等。茶話会は別
途、茶菓子代300円程度）

【申込み】10月28日㈪～11月14日㈭に
電話で四谷地区協議会(四谷特別出張
所内) ☎（3354）6171へ。先着20名。初
めて参加する方には当日、四谷まち歩
き手帖を差し上げます。

朗読講座「漱石を読む」 

【日時】11月26日㈫・12月10日㈫午後2
時～4時、全2回

【会場】牛込簞笥地域センター（簞笥町15）簞笥町15）簞
【内容】夏目漱石『夢十夜』より「第一夜」
（講師は飯田すみえ／朗読の会「言の葉」）
【申込み】10月29日㈫から電話で中町
図書館☎（3267）3121へ。先着15名。

料理講習会 

● 中東のパン・ピタパンで
　サンドウィッチ作り

【日時】11月17日㈰午前10時～午後1
時30分

【対象】区内在住・在勤・在学の18歳以
上、12名

【講師】山本ゆみえ（アトリエ ラ・ブラ
ンシェ代表）

【費用】1,500円（材料費を含む）
【持ち物】エプロン・三角巾・タオル
【会場・申込み】11月1日㈮までに電話
で戸塚地域センター（高田馬場2―18
―1）☎（3209）8001へ。応募者多数の
場合は戸塚地区在住、初めての方を優
先して抽選。

かんたん料理教室 

【日時】11月22日㈮午後6
時30分～8時30分

【会場】柏木地域センター
（北新宿2―3―7）
【対象】区内在住・在勤・在学で18歳～
おおむね50歳、15名程度

【メニュー】魚の照り焼き、なめ茸おろ
し、卵の野菜あんかけ、みそ汁

【費用】500円（材料費）
【申込み】10月28日㈪～11月13日㈬に
電話かファックス（3面記入例のとお
り記入）で健康づくり課健康づくり推
進 係（ 第2分 庁 舎 分 館1階 ）☎（5273）
3047・㋫（5273）3930へ。先着順（今年
度、同料理教室に初めて参加する方を
優先）。

早島万紀子クリスマス

オルガンコンサート 

● 聖母マリアに捧ぐ
【日時】12月7日㈯午後4時から（午後3
時30分開場）

【曲目】J.Sバッハ『クリスマスの歌によ
るカノン風変奏曲「高き天よりわれは
来たれり」』ほか

【費用（全自由席）】2,000円、区内在住
の方は1,000円、友の会会員は800円

【会場・問合せ】新宿文化センター（新宿
6―14―1）☎（3350）1141へ。

染ものまち歩き 

● 新宿の地場産業を知ろう
【日時】11月23日㈷午後1時に下落合
図書館集合、4時解散

【対象】小学生以上、10名（小学生は保
護者同伴）

【内容】同館周辺の染物工房の見学と
トートバッグへの型染め体験（トート
バッグは持ち帰り可）。歩きやすい靴、
汚れてもよい服装でおいでください。

【協力】染の小道実行委員会
【申込み】10月27日㈰から電話または
直接、下落合図書館（下落合1―9―8）
☎（3368）6100へ。先着順。

北新宿寄席 

【日時】11月30日㈯午後2時～3時
【会場】北新宿生涯学習館（北新宿3―
20―2）

【出演】三笑亭夢丸ほか
【申込み】10月27日㈰から電話または
直接、北新宿図書館（北新宿3―20―2）
☎（3365）4755へ。先着30名。

はじめてのおんがくかい

クリスマスコンサート 

　小さなお子さんや障害の
あるお子さんも楽しめます。
開場時間（午後1時）から開演まで楽器
体験もあります。

【日時】12月15日㈰午後2時30分～3時
40分(入退場自由)

【出演】松村秀明／指揮、赤星啓子／歌・
司会、高橋博子／オルガン、宮﨑幸次／
監修、東京フィルハーモニー交響楽団
ミニオーケストラ／管弦楽

【費用（全指定席）】3,000円（小学生まで
は1,000円）。区内在住の方は2,800円

（小学生までは800円）。保護者のひざ上
で鑑賞する2歳までのお子さんは無料

【会場・問合せ】新宿文化センター（新
宿6―14―1）☎（3350）1141へ。車椅
子席・ヒアリングループ席を希望する
方はチケット購入前、点字プログラム

（子ども用）を希望する方は、チケット
購入後、12月8日㈰までにご連絡くだ
さい。

北京2008オリンピック4×100mリ
レーで銀メダルを獲得した塚原直貴さ
んが講師となり、トークショーと実技
の二部構成でお届けします。スタート
の仕方、綺麗な走り方など、速く走るた
めのコツを教えます。

【日時】11月30日㈯午後1時～2時45分
（受け付けは午後0時30分から）
【会場】新宿ここ・から広場多目的運動
広場（新宿7―3―29）、雨天時は、新宿
コズミックセンター大体育
室（大久保3―1―2）

【対象】小学生、60名
【司会等】キクチウソツカナ
イ。（右写真）、ゲストにジャ
ングルポケット太田・おたけ、とにかく
明るい安村（いずれもよしもと芸人）

【申込み】はがきかファックス（3面記
入例のほか、陸上競技の経験、年齢・学
年を記入）、または電話で、11月15日

（必着）までに吉本興業㈱ワクワク！ス
ポ ー ツ 体 験 プ ロ ジ ェ ク ト 事 務 局

（〒160-0022新宿5―5―5 18―18―18 21）☎（3209）
8197・㋫（3209）8264へ。同事務局ホー
ムページ（㋭https://wakuwakusports.
yoshimoto.co.jp）からも申し込めま
す。応募者多数の場合は抽選。定員に空
きがある場合は、11月19日㈫から電話
かファックスで先着順に受け付けま
す。応募者全員にメールと郵送で結果
をお知らせします。当日、会場内には当
選者と保護者以外は入場できません。
会場を変更する場合は、同事務局ホー
ムページ、新宿区ホームページでお知
らせするほか、対象者には電話でお知
らせします。

【区の担当課】生涯学習スポーツ課生涯
学 習 ス ポ ー ツ 係（ 本 庁 舎1階 ）
☎（5273）4358

①蘇るレシピ＆カフェボランティア
　カフェのレシピを再現する調理実習
を、3歳以上のお子さん・保護者（5組10名）
と5名の方に実施。カフェボランティア（3
名）にはコーヒーの入れ方を教えます。

【日時】11月8日㈮午後1時～3時30分
②ウォーキング講座

【日時・定員】11月19日㈫午前10時～
12時（20名）
③パソコン講座~年賀状作成

【日時・定員】11月22日㈮午後1時30分
～3時（5名）
④ストレッチ3B（さんびー）体操

【日時・定員】11月22日㈮午後1時30分
～3時30分（20名）
⑤ハンドトリートメント

早稲田美容専門学校の学生ボランテ
ィアが実施します。

【日時・定員】11月22日㈮午後2時～3
時（15名）（1人20分程度）
⑥ささえーる歌声広場

【日時・定員】11月26日㈫午前10時～
11時30分（20名）

⑦写真で魅せる新聞づくり講座（全4回）
【日時・定員】11月13日㈬午前9時30分～
午後0時40分、11月27日㈬、12月11日㈬・
25日㈬午前10時～午後0時10分（15名）

【内容】写真の撮り方・記事の書き方・編
集方法を学び、ささえーる新聞を制作
⑧昼食を作って食べよう

【日時・定員】11月15日㈮午前9時30分
～午後0時30分（6名）
⑨無理なくできるバランスごはん

【日時・定員】11月19日㈫午前10時～
午後0時30分（6名）
⑩男のおつまみ講座(男性対象)

【日時・定員】11月28日㈭午後2時～4
時30分（6名）

………＜①～⑩共通＞………
【会場・申込み】11月6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、祝日等を除
く午前9時～午後6時）へ。応募者多数の
場合は抽選。⑧～⑩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。

介護保険は、介護が必要になっても高齢者が住み慣れたまちで安心して暮らし
続けられるよう、新宿区が保険者となって運営しています。

□いつも子どもの泣き声がする
□夜間子どもだけで過ごしている
□表情や反応が乏しく、笑顔が少ない
□サイズ・季節が合わない衣服を着ている

ささえーる 薬王寺の催し

シニア活動館・地域交流館の催し
区内在住でシニア活動館は50歳以上、地域交流館は６0歳以上が対象

新宿区×よしもと ワクワク！スポーツ体験プロジェクト

陸上教室 11月30日㈯開催11月30日㈯開催

塚原直貴
～オリンピックメダリストから走り方を学ぼう

区で実施する「子どもと家庭の総合相談」の件数は年々増加傾向にあ
り、その中には虐待に関する相談も含まれます。虐待には、身体的虐待・
性的虐待・ネグレクト（養育放棄）・心理的虐待があります。虐待に気付
いた方には通告義務があります。ご協力をお願いします。

１１月は児童虐待防止月間
１８９（いちはやく） ちいさな命に　待ったなし

　昼夜を通してお子
さんを養育する方が
いないときに地域の
家庭が協力家庭とな
りお子さんを預かる
事業です。

こんな様子に気づいたらご連絡を

▶子ども総合センター（新宿７―3―29
新宿ここ・から広場内）☎（3232）06７5

（電話相談は日曜日、祝日を含む）
▶信濃町子ども家庭支援センター

（信濃町20）☎ （335７）6855
▶榎町子ども家庭支援センター

（榎町36）☎ （3269）７345

▶中落合子ども家庭支援センター
（中落合2―７―24）☎（3952）７７52
▶北新宿子ども家庭支援センター

（北新宿3―20―2）☎（3362）4152
▶児童相談所全国共通3桁ダイヤル
 （24時間受け付け）☎189（いちはやく）

11月18日㈪午後3時～4時、高田馬場駅ビッグボック
ス前で啓発グッズを配布し、虐待防止を呼び掛けます。

親と一緒に暮らすことが
できないお子さんを一定期
間家庭で養育する「養育家
庭制度」の説明や体験者の
話のほか、講演「孤立した若
年女性たちの妊娠相談窓口
の取り組み」を実施します。

【日時】11月28日㈭午後2
時～4時30分

【会場】四谷地域センター
（内藤町87）
【申込み】10月29日㈫から
電話で子ども家庭支援課総
合相談係へ。先着80名。

【対応時間】▶月～金曜日午
前9時～午後9時、▶土・日曜
日、祝日午前9時～午後5時

子どもショートステイ
協力家庭を募集

養育家庭体験発表会

児童虐待防止
キャンペーン

LINE相談～児童虐待を防止するために
⃝LINE公式アカウント子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京

サービスにかかる費用の負担割合
1割

（2割または３割）
９割

（８割または７割）
利用者負担 2分の1

保険料
2分の1
公費

介護保険サービスの給付状況 平成３0年度決算に基づく実績
サービスの区分

（主なサービス）
３1年３月の
利用者数

年間給付額
※自己負担を除いたもの

利用者1人当たりの
年間給付額

居宅サービス
（訪問介護、通所介護、特定施
設入居者生活介護等）

8,458人 114億8,３5３万６,525円 1３5万7,712円

地域密着型サービス

（認知症高齢者グループホーム、
小規模多機能型居宅介護等）

1,7３３人 24億9,３07万4３1円 14３万8,58６円

施設サービス
（特別養護老人ホーム、老人
保健施設等）

1,６17人 54億2,998万３,2３2円 ３３5万8,0６0円

皆さんの保険料と公費で支えられています

介護保険サービス
保険料負担と給付のしくみ

【問合せ】介護保険課推進係
（ 本 庁 舎2階 ）☎（5273）
4596・㋫（3209）6010へ。

　原則として、利用者本人がサービスにか
かる費用の1割（所得状況に応じて2割また
は3割）を負担します（下図参照）。

介護保険サービスにかかる費用

国国

東京都東京都東京都東京都

新宿区新宿区新宿区新宿区

第第第第第第第第第22号号
被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者被保険者
　 （　 （　 （　 （　 （40404040歳～歳～歳～歳～歳～歳～
　　　 　　　 　　　 ６６44歳）歳）歳）

　　第　　第　　第　　第　　第　　第　　第　　第111号号
　　被保険者　　被保険者　　被保険者　　被保険者　　被保険者　　被保険者　　被保険者　　被保険者　　被保険者

（（（（（（（６６６６55歳以上）歳以上）歳以上）歳以上）歳以上）歳以上）歳以上）歳以上）歳以上）歳以上） 25％

12.5％

12.5％27％

2３％

公
費
公
費
公
費

保
険
料

保
険
料

保
険
料

保
険
料

50
％

50
％

９割（８割または７割）の内訳

9割（8割または7割）のうち、半分を被保険者である皆さんからの保険料で、半分
を公費（国・都・区）で負担しています（上図・上グラフ参照）。

　介護保険料は介護保険事業計画期間中のサービスの利用見込み量に応じて算定
します。健康に心掛け介護予防や重度化防止に努めることが、ひいては保険料負担
の軽減にもつながります。

★介護保険料はサービス利用量の増加に伴い上昇します★

● 電話で相談したいとき
▶保護者の方…☎（3366）4152
▶お子さん…☎0120（874）374

【問合せ】東京都福祉保健局計画
課☎（5320）4137へ。

★「もしかして？」虐待の疑いだけ
でもご連絡ください。虐待でなかっ
たとしても、責められることは一切
ありません。
★連絡した方の秘密は守られます。

通告・相談窓口

いずれの講座も区内在住の方が対象です。

【問合せ】子ども家庭
支援課総合相談係
☎(3232)0675へ。

◎戸山シニア活動館
①文学講演会

【日時・定員】11月22日㈮午後2時～3
時30分（40名）

【内容】二つの青春 漱石と鴎外（講師は
立石伯／法政大学名誉教授）
②戸山の歴史を語り継ぐ集い

【日時・定員】11月23日㈷午後2時～4時
（50名）
【内容】尾張藩主「徳川慶勝物語」づくり
【共催】新宿区史跡めぐりの会、生涯現役
の会

………＜①②共通＞………
【会場・申込み】10月27日㈰から電話ま
た は 直 接、同 館（ 戸 山2―27―2）
☎（3204）2422へ。先着順。
◎西早稲田地域交流館
● 活動発表会「新しき御代の祝い」

【日時】11月17日㈰午前10時～午後4
時(入退場自由)

【内容】地域の団体・サークルの発表会・
展示会・吹奏楽団オデッセイの演奏会

【会場・申込み】当日直接、同館（西早稲
田1―22―2）☎（5286）8311へ。
◎北新宿地域交流館
● 誤嚥（ごえん）防止・ごっくん体操講習

【日時・定員】11月21日㈭午後1時30分
～3時（30名）

【講師】小野有香里（メディカルケア協会)
【会場・申込み】10月27日㈰から電話ま
た は 直 接、同 館（ 北 新 宿2―3―7） 
☎（3369）5856へ。先着順。

◎北新宿第二地域交流館
①ピロースプレー作り

【日時・定員】11月14日㈭午前10時30
分～11時30分（12名）

【講師】吉野節子（アロマインストラクター）
【費用】500円（材料費）
②秋の美容講習会

【日時・定員】11月19日㈫午後2時30分
～4時（20名）

【講師】カネボウビューティカウンセリン
グ㈱
③成年後見制度入門＆相談会

【日時・定員】11月20日㈬午後2時～3
時30分（30名）
④上手なおくすりとの付き合い方

～健康食品・サプリメント編
【日時・定員】11月22日㈮午後2時～3
時30分（30名）

【講師】龍生堂薬局
………＜①～④共通＞………

【会場・申込み】①は11月4日㉁まで、②
は11月8日㈮まで、③④は10月27日㈰
から電話または直接、同館(北新宿3―
20―2)☎（5348）6751へ。①②は応募
者多数の場合は抽選、③④は先着順。
◎高田馬場地域交流館
● 落語会

【日時・定員】11月10日㈰午後2時～3
時40分（80名）

【出演】笑福亭べ瓶、柳家小太郎ほか
【会場・申込み】当日直接、同館（高田馬場
1―4―4― ―4―4 17）☎（3200）5816へ。先着順。

※189は児童相談所全国共通３桁ダイヤルです（下記「通告・相談窓口」参照）。



★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★
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産業振興会議

【日時】10月29日㈫午後6時～8時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、区立産業会館（BIZ新宿、西新
宿6―8―2）へ。
【問合せ】産 業 振 興 課 産 業 振 興 係
☎（3344）0701へ。

労働報酬等審議会

【日時】11月5日㈫午後1時～3時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎4階401会議室へ。

【問合せ】契約管財課契約係（本庁舎4
階）☎（5273）4075へ。

情報公開・個人情報保護審議会

【日時】11月7日㈭午後2時～4時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎6階第3委員会室へ。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3
階）☎（5273）4064へ。

環境審議会

【日時】11月12日㈫午前10時～12時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日
直接、区役所本庁舎6階第3委員会室へ。
【問合せ】環境対策課環境計画係（本庁
舎7階）☎（5273）3763へ。

◆予算案４件
◎令和元年度補正予算
● 令和元年度新宿区一般会計補正予
算（第4号）
●令和元年度新宿区一般会計補正予
算（第5号）
●令和元年度新宿区介護保険特別会
計補正予算（第2号）
●令和元年度新宿区後期高齢者医療
特別会計補正予算（第2号）
◆決算認定４件
● 平成30年度新宿区一般会計歳入歳
出決算
●平成30年度新宿区国民健康保険特
別会計歳入歳出決算
●平成30年度新宿区介護保険特別会

計歳入歳出決算
●平成30年度新宿区後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算
◆条例案２７件
◎新設の条例
● 新宿区会計年度任用職員の給与及
び費用弁償に関する条例
◎一部改正の条例
● 新宿区職員の分限に関する条例の
一部を改正する条例
●新宿区職員の懲戒に関する条例の
一部を改正する条例
●新宿区職員の職務に専念する義務
の特例に関する条例の一部を改正す
る条例
●新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例
●職員団体のための職員の行為の制
限の特例に関する条例の一部を改正
する条例
●外国の地方公共団体の機関等に派
遣される職員の処遇等に関する条例
及び新宿区職員の配偶者同行休業に
関する条例の一部を改正する条例

●新宿区職員の育児休業等に関する
条例の一部を改正する条例
●新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等
に関する条例の一部を改正する条例
●新宿区人事行政の運営等の状況の公
表に関する条例の一部を改正する条例
●新宿区職員の給与に関する条例の
一部を改正する条例
●新宿区職員の退職手当に関する条
例の一部を改正する条例
●新宿区印鑑条例の一部を改正する条例
●新宿区住民基本台帳制度の適正な運
用に関する条例の一部を改正する条例
●新宿区立保育所条例の一部を改正
する条例
●新宿区保育所保育料徴収条例の一
部を改正する条例
●新宿区立子ども園条例の一部を改
正する条例
●新宿区子ども・子育て支援法に基づく
過料に関する条例の一部を改正する条例
●新宿区立子育て支援施設の設置及び管
理に関する条例の一部を改正する条例
●新宿区地区計画の区域内における

建築物の制限に関する条例の一部を
改正する条例
●新宿区選挙長等の報酬及び費用弁償
等に関する条例の一部を改正する条例
●新宿区奨学資金貸付条例の一部を
改正する条例
●新宿区幼稚園教育職員の給与に関
する条例の一部を改正する条例
●新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、
休日、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例
●新宿区立の小学校、中学校及び特別
支援学校の非常勤の学校医、学校歯科
医及び学校薬剤師の公務災害補償に
関する条例の一部を改正する条例
●新宿区立幼稚園条例の一部を改正
する条例
◎廃止の条例
● 新宿区自動交付機の利用に関する
条例を廃止する条例
◆その他５件
●訴えの提起について
●人権擁護委員候補者の推薦に関す
る意見の聴取について（4件）

令和2年

2月宿泊分 区民保養施設の利用申し込み

箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳

◎抽選（区民抽選予約）
　区内在住の方のみ申し込めます。
【申込期間】11月1日～11日（必着）
【申込方法】受付窓口・特別出張所・生涯
学習スポーツ課で配布の「抽選はがき」
でお申し込みください。11月18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。
◎空き室予約
　抽選後の空き室は、区内在住の方
のみ申し込める「区民優先予約（当選
者を含む）」、どなたでも申し込める「一
般予約」の順に、それぞれ先着順で、
電話か受付窓口で予約を受け付けま
す。空き室の状況は、受付窓口・特別
出張所のほか、㈱日本旅行の空室情

報ホームページ（㋭http://ntasports.
net/shinjukuku/）でも確認できます。
【申込開始日】▶区民優先予約…11月
21日㈭、▶一般予約…12月1日㈰
【令和2年2月の休館日】▶箱根つつじ
荘…17日㈪～19日㈬、▶グリーンヒル
八ヶ岳…18日㈫～20日㈭
※箱根つつじ荘に宿泊する方には、小
田急線の運賃割引証を発行します。
【区の担当課】生涯学習スポーツ課生涯
学習スポーツ係（本庁舎1階）☎（5273）
4358
グリーンヒル八ヶ岳からのお知らせ

● 新宿駅西口発観光バスツアー
　往復バスと宿泊・観光（2泊3日）のセ
ットです。申込みには事前に宿泊予約
が必要です。
【令和2年2月の出発日・コース】▶12日
㈬…飯山市「高橋まゆみ人形館」、梅ま
つり、▶26日㈬…信州須坂千体のひな
祭り、山梨の不老園、ほったらかし温泉
【問合せ】グリーンヒル八ヶ岳☎0551
（32）7011へ。

【受付窓口・電話】新宿区保養施設受
付（本庁舎1階）☎（5273）3881
【受付日時】月～金曜日午前9時～午
後5時。土・日曜日、祝日等は㈱日本
旅行☎（5369）3902（午前10時～
午後6時。電話受け付けのみ）へ。

会場 第1回 第２回 第3回 第４回
東宝湯
新宿7―11―5
☎（6228）0993

11月13日㈬
口の機能低下を
予防する方法

11月20日㈬
元気で長生きフ
レイル（虚弱）予防

11月27日㈬
筋肉をつくる
ための栄養摂取

12月4日㈬
いきいき
健康体操

大星湯
市谷台町18―3
☎（3351）7625

11月14日㈭
「食べる」でつく
るいきいき生活

11月21日㈭
いきいき健

けん

口
こう

生活

11月28日㈭
簡単な体操で
いきいき生活

12月5日㈭
こころをこめて
フラダンス

【日時・会場・内容】下表のとおり。時間はいずれも午後2時～2時45分
【対象】区内在住の60歳以上で「ふれあい入浴証」をお持ちの方、各回20名程度
【申込み】「ふれあい入浴証」をお持ちの上、当日直接、会場へ。先着順。
【問合せ】地域包括ケア推進課高齢いきがい係☎（5273）4567へ。

公衆浴場で湯
ゆ う

ゆう健康教室
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育児休業代替任期付職員・　

妊娠出産休暇代替臨時職員

【職種・採用予定数・受験資格】▶事務
（Ⅲ類）…日本国籍で、平成14年4月1日
までに生まれた方、10名程度、▶栄養
士（Ⅱ類）…国籍を問わず、栄養士免許
をお持ちの方、若干名、▶保健師（Ⅰ類）
…国籍を問わず、保健師の資格があり、
平成10年4月1日までに生まれた方ま
たは平成10年4月2日以降に生まれ、学
校教育法に基づく大学（短期大学を除
く）を卒業・それと同等の資格があると
認められる方、若干名
【採用予定日】令和2年4月1日以降
【第1次選考日】12月15日㈰
【申込み】所定の申込書を11月22日㈮
午後5時までに人事課人事係（〒160-
8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎3階）
☎（5273）4053へ簡易書留で郵送（必

着）またはお持ちください。任期等詳し
くは、人事課・特別出張所・区立図書館・
保健センターで配布している募集案内
をご覧ください。新宿区ホームページで
もご案内しています。

委託事業者選定　　　　　　　　　　

公開プレゼンテーション

● 学童クラブ・放課後子どもひろば
　令和2年4月1日から委託する次の事
業について、事業者を選定します。
【日時・事業】11月9日㈯午後2時15分
～2時40分（午後2時開場）…富久小学
校内学童クラブ、富久小学校放課後子
どもひろば
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、若松地域センター（若松町12
―6）へ。託児あり。
【問合せ】子ども家庭支援課児童館運営
係☎（5273）4544へ。

講演「膠原病と診断されたら」 

● 日常生活の注意点
【日時】11月21日㈭午後2時～4時
【対象】区内在住・在勤・在学の方、40名
【会場・申込み】10月28日㈪から電話かフ
ァックス（3面記入例のとおり記入）で四
谷保健センター（四谷三栄町10―10―10 16）
☎（3351）5161・㋫（3351）5166へ。先着順。

しんじゅく難病サロン 

【日時】11月26日㈫午後2時～4時
【対象】区内在住・在勤・在学で難病を抱
えている方と家族、介護者
【内容】簡単ストレッチと交流会
【会場・申込み】電話かファックス（3面
記入例のとおり記入）で落合保健セン
ター（下落合4―6―7）☎（3952）7161・

㋫（3952）9943へ。

おじいさま・おばあさま学級 

【日時】11月29日㈮午後1時30分～4時
【対象】もうすぐお孫さんを迎える方、
孫育て中の方、20名
【内容】もく浴実習、助産師・栄養士の講演
【会場・申込み】10月28日㈪から電話かフ
ァックス（3面記入例のとおり記入）で四
谷保健センター（四谷三栄町10―16）
☎（3351）5161・㋫（3351）5166へ。先着順。

性と生の講座 

● 鍜治恵さんに聞く「ぐっすり快眠術」
【日時】11月30日㈯午後2時～4時
【対象】区内在住・在勤・在学の方、30名
【会場・申込み】10月28日㈪から電話か
ファックス（3面記入例のとおり記入）で
男女共同参画推進センター（ウィズ新
宿、荒木町16）☎（3341）0801（日曜日、
祝日を除く）・㋫（3341）0740へ。先着順。
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☎03（3209）9999午前8時～午後10時㋫03（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★

納めた国民年金保険料は、全額が社
会保険料控除の対象です。家族の国民
年金保険料を納付したときは、納付し
た方の社会保険料控除として申告で
きます。
控除を受けるには、納付したことを

証明する書類の添付が必要です。平成
31年1月1日～令和元年9月30日の納
付を証明する「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」を11月上旬に日
本年金機構から発送します。忘れずに
申告してください。
【問合せ】ねんきん加入者ダイヤル
☎0570（003）004（ナビダイヤル）へ。
050で始まる電話からは☎03（6630）
2525（祝日等を除く月～金曜日は午前8
時30分～午後7時、第2土曜日は午前9時
30分～午後4時。年末年始等を除く）へ。

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
11月上旬に発送します秋の火災予防運動週間

掲載行事は区の主催ではありません。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3
階）☎（5273）4064・㋫（5272）5500へ。

★催し・講座★
□健康展　11月13日㈬、JCHO東京新
宿メディカルセンター（津久戸町）で。
午前11時～午後0時30分は無料測定
（血管年齢・血糖値・口臭ほか）、午後1
時～1時30分はおしっこに関する講
演。㋓無料。㋲当日直接、会場へ。先着
各回40名。㋣月～金曜日午前8時30分
～午後5時15分に同センター総務企画
課・山田☎（3269）8111
□2019新宿御苑フォトコンテスト作
品募集　新宿御苑内で撮影したプリ
ント作品を募集。応募は令和2年1月17
日㈮まで。㋣新宿御苑開園日午前9時
～午後5時に国民公園協会新宿御苑・
祖母井☎（3341）1461

★サークル紹介・会員募集★
□実務書道　月2回木曜日午後1時～3
時、戸塚地域センターで。年賀状・お礼

状・暑中見舞等の基礎知識を学ぶ。1日
体験可。㋓入会金3,000円・月2,000
円。㋣書友栁翠会（りゅうすいかい）・
河野☎080（5547）0354
□水彩・色鉛筆画　毎月第1・第3火曜
日午後1時～3時、落合第二地域セン
ターで。身近な静物・人物・風景を描
く。㋓入会金3,000円・月4,000円。㋣エ
ビス絵画・宇都宮☎090（5534）8538
□外国語の歌　毎週金曜日午後6時30
分～8時30分、しんじゅく多文化共生
プラザで。歌で外国語（日本語・中国
語・英語）を学び、外国人とのコミュニ
ケーションを実践。㋓1回500円。㋣午
前10時～午後5時に日本国際複合芸術
協会・石（せき）☎070（4335）7157
□英会話　月3回月曜日午後1時15分
～2時45分、戸塚地域センターで。アメ
リカ人講師が指導。㋓月6,000円。㋣午
前10時以降に聞いて話そう英会話・
吉田☎（3370）6705
□古文書学習　毎週金曜日午後6時～8古文書学習　毎週金曜日午後6時～8古文書学習
時、赤城生涯学習館で。新宿に残された江
戸時代の古文書を学ぶ。㋓3か月4,000円。
㋣新宿古文書勉強会・丸山☎（3950）2913㋣新宿古文書勉強会・丸山☎（3950）2913㋣

区民のひろば
費用・ 申込み・ 問合せ

相続・不動産無料相談会

　不動産鑑定士・税理士・司法書士等が
相談をお受けします。
【日時】11月1日㈮午後1時～5時
【会場】区立産業会館（BIZ新宿、西新宿
6―8―2）
【後援】新宿区
【主催・申込み】10月28日㈪～31日㈭
に電話でNPO法人日本地主家主協会
事務局☎（3320）6281（午前9時～午後
5時30分）へ。先着10名。

ユ ネ ス コ ス ク ー ル・　　　　　　　　　

ＥＳＤパスポート研修会 

【日時】11月5日㈫午後2時30分～4時
30分
【会場】西戸山小学校（百人町4―2―1）
【対象】小・中学校、高等学校の教員ほ
か、40名
【共催】日本ユネスコ協会連盟
【後援】区教育委員会ほか
【主催・申込み】10月27日㈰から電話か
ファックス・電子メール（3面記入例のと
おり記入）で新宿ユネスコ協会理事長
☎090（5191）4196（宮崎）・㋫（6233）
7688・㋱saekomiyazaki39@live.jp
へ。先着順。

無料調停相談会

　土地建物・金銭債務・近隣問題・交通
事故・家庭内や親族間のもめ事につい
て、裁判所の調停委員や弁護士が調停
手続きの相談に応じます（秘密厳守）。

【日時】11月9日㈯午前10時～午後3時
30分
【会場・申込み】当日直接、渋谷区立勤労
福祉会館（渋谷区神南1―19―8）、西武
池袋本店7階（豊島区南池袋1―28―
1）へ。
【問合せ】東京民事調停協会連合会
☎（5819）0267（午前10時～午後4時）へ。

ソ ウ ル&ピ ー ス　　　　　　　　　　　　

コンサートin東京 

●区民50組100名を無料招待
【日時】11月5日㈫午後7時～9時（午後
6時30分開場）
【会場】角筈区民ホール（西新宿4―33
―7）
【対象】区内在住・在勤・在学の方、50組
100名
【内容】オリンピック讃歌斉唱、音楽劇
「赤毛のアン」上演
【申込み】10月28日㈪～11月1日㈮に
電話でDGC・NGO国連クラシックラ
イブ協会・岩崎☎（5775）3737（月～金
曜日午前9時～午後6時）へ。先着順。

コンサート「林晶彦の世界　　　　　　　

～永遠への飛翔」 

●デビュー３0周年記念
【日時】11月13日㈬午後7時～9時（午
後6時30分開場）
【会場】東京オペラシティコンサート
ホール（西新宿3―20―2）
【費用（全指定席）】▶S席5,000円、▶A
席4,000円、▶B席3,000円
※区内在住の方は▶S席4,500円、▶A
席3,600円、▶B席2,700円
【申込み】11月8日㈮までに林晶彦公式

ホームページ（㋭https://
anupamo.net）（右図QR
コード）へ。
【問合せ】アヌパモ企画
☎090（1915）4123へ。

市民とNPOの交流サロン

【日時】11月14日㈭午後6時45分～8時
45分
【会場】新宿NPO協働推進センター（高
田馬場4―36―12）
【内容】ユネスコの基本理念に沿って展
開される教職員の国際交流・持続可能
な地域づくり・基礎教育の普及等の活
動に取り組むユネスコ・アジア文化セ
ンターを紹介（語り手は同法人）
【費用】1,000円（資料代等）
【申込み】10月28日㈪から電話かファッ
クス・電子メール（3面記入例のとおり記
入）で新宿NPOネットワーク協議会事
務 局 ☎（5206）6527・㋫（5386）1318・
㋱hiroba@s-nponet.netへ。先着20名。

こども芸能体験ひろば 

【日時・プログラム】11月23日㈷、▶①
三味線・②狂言・③落語・④和妻（わづ
ま）…午後1時20分～2時20分・午後2
時50分～3時50分、▶⑤日本舞踊…午
後1時～2時20分・午後2時50分～4時
10分
【会場】芸能花伝舎（西新宿6―12―
30）
【対象】小学生、各プログラム30名程度
【主催・申込み】はがきに保護者につい
て3面記入例のほか、お子さんの氏名・
学年・希望のプログラム（①～⑤の別）
と希望時間を記入し、11月10日（必着）

までに同ひろば実行委員会（〒160-
8374西新宿6―12―30、日本芸能実演
家団体協議会内）☎（5909）3060へ。日
本芸能実演家団体協議会ホームページ
（㋭http://www.geidankyo.or.jp/
12kaden/）からも申し込めます。応募
者多数の場合は抽選し、結果は11月15
日㈮ころお知らせします。

神 宮 球 場6時 間 耐 久 リ レ ー　　

マラソン 

【日時】12月15日㈰午前10時～午後4時
【会場】明治神宮野球場（霞ヶ丘町3―1）
【対象】小学生以上（小・中学生は保護者
同伴）、300名
【費用】1人4,500円（保険料等）
【申込み】10月27日㈰～11月17日㈰
に電話かファックス（3面記入例の
とおり記入）で同実行委員会事務局
☎（6300）6646・㋫（6300）0532へ。先
着順（区内在住の方優先）。同イベント
ホームページ（㋭https：//j6tai.jp/）か
らも申し込めます。

不動産所得者向け研修会 

【日時】11月8日㈮・12日㈫午後2時～5
時（2日とも同じ内容）
【会場】東京青色申告会館（千代田区九
段南4―8―36）
【対象】家賃収入のある方、各日10名
【内容】不動産の法律問題、貸し付けの
工夫
【費用】500円（資料代）
【主催】四谷・新宿青色申告会
【申込み】10月28日㈪から電話で東京
青色申告会連合会☎（3230）3401へ。
先着順。

【問合せ】▶四谷☎（3357）0119・▶牛込☎（3267）0119・▶新宿☎（3371）0119
の各消防署へ。

　火災等の災害から尊い命や財産を守れるよう、防火防災の知識や行動力を高
めるためのイベントを開催します。当日直接、会場へおいでください。

◎消防パレード
【日時】11月3日㈷正午～午後0時30分
（雨天中止）
【会場】神楽坂通り
【内容】東京消防庁音楽隊とカラー
ガーズ隊による火災予防パレード
◎神楽坂防災ふれあい広場
【日時】11月10日㈰午後1時～4時30
分（雨天中止）

【会場】神楽坂6丁目商店街通り
【内容】消防体験（初期消火・応急救護
等）、ミニ防火衣着装体験ほか
◎防火のつどい
【日時】11月15日㈮午後2時～3時30分
【会場】牛込簞笥区民ホール（簞笥町15）
【内容】火災予防協力者等表彰、防火ラ
イブ（出演はテツandトモ／お笑い芸
人）

◎防災コミュニティ防火防災訓練
【日時】11月6日㈬午前10時～10時30
分（雨天実施）
【会場】JR信濃町駅周辺（信濃町34）
【内容】信濃町地域の町会・商店振興
会・事業所等と消防署・消防団・災害
時支援ボランティア等による消防演
習
◎防火のつどい
【日時】11月8日㈮午後1時15分～3時
【会場】四谷区民ホール（内藤町87）
【内容】火災予防業務協力者表彰式、1
日消防署長（阿部華也子／めざましテ
レビお天気キャスター）、東京消防庁音
楽隊によるコンサート、空手演武（出演
は宇佐美里香／東京2020KARATEア
ンバサダー）ほか

◎オープニング広報
【日時】11月7日㈭正午～午後0
時30分
【会場】大久保1丁目（通称「イケ
メン通り」付近）
【内容】新大久保商店街振興組
合・「NTB」（韓国人アイドルユ
ニット）による広報活動
◎消防演習
【日時】11月12日㈫午前10時～
12時
【会場】新宿パークタワー（西新
宿3―7―1）
【内容】消防演
習、1日消防署
長（小沢真珠／
俳優）

11月9日㈯～15日㈮㈮

四谷消防署 新宿消防署

牛込消防署
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◆榎町地域ボッチャ大会
パラスポーツ「ボッチャ」の地域団体対

抗の大会を行いました。新宿区スポーツ
推進委員からの指導の後、チーム対抗戦
では白熱した戦いが繰り広げられ、参加
者は「年齢や性別に関係なく皆で盛り上
がることができた」と楽しんでいました。

◆薬王寺児童館「パプリカダンス」
　NHK2020応援ソング「パプリカ」のダンス
を子どもたちみんなで毎日踊っています。館
内は、大会マスコットの絵
で飾り付けられ、2020年へ
の期待感にあふれていま
す。

【問合せ】東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課（第1分庁
舎7階）☎（5273）4220・㋫（5273）3931へ。

終的には、金融機関のATMで手続きするように指示をしてきます。
次のようなことはありません!

★還付金の手続きについて、区が電話で案内をしたり窓口

に来るように伝えること

★ATMで還付金受け取り手続きをしていただくこと

　少しでも疑問や不安を感じたら、すぐに区危機管理課ま
たは最寄りの警察署にご確認ください。

【問合せ】区危機管理課危機管理係（本庁舎4（本庁舎4（本庁舎 階）☎（5273）3532・
㋫（3209）4069へ。

　「新宿区役所の医療保険年金課」などの職員を装った電話が急増して
います。犯人は、信じ込ませるために「払い過ぎた医療費の還付金があり
ます」「年金が戻ってきます」「区役所の窓口に来てください」とかたり、最

【問合せ】NPO法人新宿歌舞伎町区役所通り3Aの会☎(3209)2238へ。
【区の担当課】地域コミュニティ課管理係（本庁舎1階）☎(5273）3519・㋫（3209）7455

■旧姓併記の請求手続き

11月5日以降に戸籍住民課・特別出張所の窓口へ
▶併記したい旧姓の記載されている戸籍抄本等から
現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍抄
本、▶マイナンバーカードまたは通知カード（通知
カードの方は本人確認書類も必要）をお持ちください。
■日本国籍の方の住民票の写し・印鑑登録証明書の

様式が変わります

11月5日から、住民票の写しと印鑑登録証明書
に「旧氏」欄が追加されます。住民票に併記した旧
姓は、住民票の写し、印鑑登録証明書・マイナン
バーカード等に記載され、省略できません。

【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）
☎（5273）3601・㋫（3209）1728へ。

11月5日㈫㈫
から

住民票やマイナンバーカードに

旧姓（旧氏）が併記できます

【日時】11月1日㈮～令和2年2月29日㈯午後4時30分～午前3時3時3時3時
【内容】今年で14回目を迎える歌舞伎町の冬の風物詩です。区役
所通りの街路樹をLEDで装飾し、「明るく・安心・歩きやすい」歌
舞伎町をアピールします。11月1日㈮午後4時からは、区役所本
庁舎玄関前で点灯式を実施します。

　東京2020大会をより楽しめる
情報を、毎月ご紹介しています。
　今回は、東京2020大会に向け
て取り組む方々を紹介します。

ここ・からまつり
奏でよう！笑顔のハーモニー♪

　子どもから高齢者まで、どなたでも利用できる「新宿こ
こ・から広場」でさまざまなイベントを開催します。

【問合せ】子ども家庭支援課管理調整係☎（3232）0673・
㋫（3232）0666へ。

※雨天時は内容を一部変更

◆ふれあい動物園
▶午前10時～11時30分、▶午後0時30
分～2時（各90分。受け付けは各終了
15分前まで）
◆�キッズ忍者の里～修行ゲームで

君も忍者マスター

　もぐらたたき、しゅりけん投げ等の
修行でポイントを貯めた方にプレゼン
トを差し上げます。
午前10時30分～午後1時30分（受け付
けは午後1時15分まで。入退場自由）
◆みんなで楽しく忍者体操
▶午前10時35分から、▶午後0時45分
から（各回15分程度）
◆アカペラライブ
午前11時45分～午後0時15分

◆輪投げ大会
午後1時～3時（シルバー人材センター会員
は午前10時～12時）
◆空手体験＆演武
午後1時5分～1時45分
◆タグラグビーで遊ぼう
　ルールを知らなくても遊べる、ぶつかり合
いのない安全なラグビーです。
午後2時～3時
◆児童のダンス発表
午後1時50分～2時10分
◆わくわくステージ
　ジャグラー・ラビー（写真）
によるステージです。
▶午前11時10分から、▶午後
2時10分から（各30分程度）

新宿歌舞伎町区役所通り イルミネーション

一言アドバイス

止防防害被欺詐詐

区では「還付金があります」という電話をしていません！

多目的運動広場
▶中高生によるバンド演奏、▶地域活動連絡会による工作体験、▶光と音
のリラクゼーション、▶お話の世界（絵本の読み聞かせ）、▶乳幼児ごろご
ろスペース、▶子育て支援活動の紹介、▶大久保地域見守り隊の活動紹
介、▶東京オリンピック・パラリンピックコーナー（パネル展示・トリック
アート撮影）、▶おもちゃ図書館  ほか

子ども総合センター（1～3階）

◆勤労者・仕事支援センター
▶落語家の講座、▶職業適性診
断コーナー、▶手作り品の展示
販売、▶焼きたてパン・サンド
イッチ・飲み物の販売、▶3D
プリンターデモンストレーシ
ョン、▶みつばちプロジェクト
展示  ほか

◆シルバー人材センター
▶苔玉盆栽の販売、▶お茶処、▶健康
相談・骨密度測定、▶体験コーナー

（お手玉遊び、PC年賀状作成、手編
み、組紐、ストラップ作り、豆つかみ
ゲーム、書道、介護服・手作り作品の
販売、リサイクル品の販売、ボッチ
ャ）  ほか

しごと棟

【日時】11月10日㈰午前10時～午後3時
【会場】新宿ここ・から広場（新宿7―3―29）

▶焼きそば、▶お汁粉、▶フランクフルト、▶ポップコーン、▶焼うどん、▶豚汁、▶やきとり
（いずれも売り切れ次第終了）

屋台広場（新宿ここ・から広場入口前）

▶福祉用品販売、▶介護相談、▶バザー、▶ちまき販売
マザアス新宿（1階）

　日本国籍の方で婚姻等で姓（氏）に変更が
あった方は、本人からの請求により、旧姓を
住民票やマイナンバーカード（個人番号
カード）等に併記（右図〇〇）できるように
なります。併記した方は、旧姓の印鑑登録

（旧姓を表す印鑑を登録）ができます。

◆旧姓を併記すると

▶各種契約や銀行口座の名義確認等の
際、旧姓を証明できます。
▶旧姓は公的個人認証サービスの署名
用電子証明書や通知カード、印鑑登録証
明書にも併記されます。
▶区外に転出した場合も旧姓の併記は引
き継がれます。

◆併記できる旧姓

▶旧姓を初めて併記する際には、戸籍ま
たは除かれた戸籍に記載されている過
去の氏の中から一つを選択できます。
▶旧姓併記後に氏の変更があった場合
は、その直前に戸籍に記載されていた氏
に変更できます。
▶併記した旧姓は削除できます（削除後
に氏の変更があった場合に限り、削除後
に新たに生じた旧姓を再び併記可）。

▼住民票

▲
◀
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド

【問合せ】戸籍住民課住民記録係へ。

特殊詐欺の主な種類 件数
オレオレ詐欺 0件
還付金詐欺 4件
架空請求詐欺 1件
詐欺盗 0件
合計 5件

【区内の特殊詐欺被害認知件数（9月）】

※区危機管理課調べ

マスコットキャラクターも
やってくる♪

▶午前10時30分から
▶午後0時40分から
　（各回20分程度）　（各回20分程度）

★広場内にあるマスコットキャラクターなどのスタンプを集めると素広場内にあるマスコットキャラクターなどのスタンプを集めると素
敵な景品がもらえるスタンプラリーもあります。敵な景品がもらえるスタンプラリーもあります。

▶新宿シンちゃん新宿シンちゃん新宿シンちゃん新宿シンちゃん

▲ふらっとくん

▼あつまるくんあつまるくん

▲同心くん同心くん

▼シルバーくんシルバーくん

11月2日㈯ 自動交付機・コンビニ交付サービスを休止
11月9日㈯コンビニ交付サービスを休止

住民票・税証明等住民票・税証明等の
交付サービス終日休止交付サービス終日休止
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