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くらし    2・3・8面

住宅・まちづくり    8面
施設    7面

福祉    3面

こども・教育    4面

審議会    7面

人材募集    7面

保健・衛生    7面

▶え・こ・ら・い・ふ

▶障害者福祉の手引の
音声版（デイジー）を発行
しました

考えよう 相手の気持ち 

未来へつなげよう 違いを認め合う心

みんなで築こう
人権の世紀

人権啓発パネル展

【日時】12月3日㈫～10日㈫午前8時30分～
午後5時（土・日曜日を除く。12月3日㈫・10
日㈫は午後7時まで）
【会場】区役所本庁舎1階ロビー
【内容】中学生人権作文、小学生が育てた
「人権の花」報告ほか

▲人権パネル展、人権作文
　（昨年の展示）

◀人権の花パネル（昨年の展示）

12月4日～

10日は

人権週間

中学生の人権作文
全国中学生人権作文コンテスト東京都大会

【問合せ】【問合せ】【問合せ】【問合せ】【問合せ】総務課総務係総務課総務係総務課総務係総務課総務係総務課総務係総務課総務係総務課総務係総務課総務係総務課総務係総務課総務係総務課総務係（本庁舎3階）☎（5273）3505・（本庁舎3階）☎（5273）3505・（本庁舎3階）☎（5273）3505・（本庁舎3階）☎（5273）3505・㋫（3209）9947へ。

【区代表作品】
◆優秀賞 「未来と教育」横山あい
さん（落合第二中3年）
◆奨励賞　「障害者の自分と向き合ってみて」安西遥さん
（新宿西戸山中3年）
◆作文委員会賞　▶「自分を強く持って」工藤理彩さん
（四谷中3年）、▶「『知らない』という恐怖に立ち向かえ」
金賛美さん（東京韓国学校中等部3年）
【学校代表作品】▶「いじめられる側の心」日野沙紀さん
（牛込第一中2年）、▶「声かけの輪」小島翔月さん（牛込第
二中2年）、▶「『一人』から始まる未来」植田愛可さん（牛
込第三中2年）、▶「ジェンダーギャップ」北村晴海さん
（四谷中3年）、▶「知識がもたらすもの」實生葉さん（西早
稲田中2年）、▶「ホームレスから見る差別」石戸菜々恵さ
ん（落合中2年）、▶「障害者差別」井上みゆきさん（落合第二
中3年）、▶「個性を生かせる職業」保母芽依子さん（西新
宿中1年）、▶「人種という言葉はいらない」岩田悠花さん
（新宿中2年）、▶「曽祖父母の死を通して」井上央雅さん
（新宿西戸山中2年）、▶「私は、外国人差別を受けました」
李珠美さん（東京韓国学校中等部1年）、▶「私も日本人に生
まれたかった」前田瑞音さん（学習院女子中等科3年）

　東京法務局・東京都人権擁護委員連合会が主催す
る東京都大会（311校・40,176編応募）で、区代表4作
品が優秀賞、奨励賞、作文委員会賞を受賞しました。
2面では、優秀賞の落合第二中学校3年・横山あい

さんの作品を紹介しています。区内からは12校・
1,075編の応募がありました。区代表4作品と参加校
の代表12作品は次のとおりです。

人権に関する相談をお受けしています

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間の方
で、新宿区では現在12名の委員が「人権・身の上相談」や
子どもの人権啓発など、さまざまな活動を
しています。
●区の人権擁護委員（敬称略・50音順）
飯島泰文、石黒清子、井上美那子、上野昭子、
加藤茂行、金井重彦、甲野惠美、中村雅、中村廣子、
二宮麻里子、野尻信江、吉村誠

　不当な差別、職場や学校でのいじめなど、人権の問題で
お悩みの方は、ご相談ください（無料。秘密厳守）。
【日時】第1・第3金曜日午後1時～4時（受け付けは午後3
時30分まで）
※12月は6日・20日、令和2年1月は17日（3日は休み）
【申込み】当日直接、区役所第1分庁舎2階区民相談室へ。
【問合せ】総務課総務係へ。

◆人権擁護委員による人権・身の上相談

【日時】12月5日㈭午後5時30分～7時（1人15分程度）
【問合せ】総務課総務係へ。

◆夜間人権ホットライン

◆外国人のための人権相談

【対応言語】英語、中国語、韓国語、フィ
リピン語、ポルトガル語、ベトナム語、
ネパール語、スペイン語、インドネシア
語、タイ語
※多言語電話通訳サービスに接続後、管
轄の法務局・地方法務局につながります。
※詳しくは、法務局ホームページ
（㋭http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.
html）でもご案内しています。

●入居差別について考えましょう
　日本は、住居についての権利を含む
人種差別撤廃条約に加入しており、区
は条例で国籍等による居住の差別の解
消を図っています。

◎弁護士による電話相談 ☎（5273）3648

◎外国語人権相談ダイヤル

☎（0570）090911
（月～金曜日午前（月～金曜日午前（ 9時～午後5時（年末年始を除く））

【問合せ】多文化共生推進課多文化共生
推進係（本庁舎1階）☎（5273）3504・
㋫（5273）3590へ。

子どもの人権を守ろう

　いじめや体罰に起因する自　いじめや体罰に起因する自
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女性の人権を守ろう 高齢者の人権を守ろう

　高齢者への就職差別や身体　高齢者への就職差別や身体
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偏見や差別をなくそう
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▶令和2年度予算見積もりの
概要

お知らせ    4・5・6・7面  4・5・6・7面

▶子育て住宅の入居者を募集
します

イベント 4・8面
▶漱石山房記念館
の催し
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交通安全キャンペーン 

● 12月1日㈰～7日㈯
　交通事故防止のため、
交通ルールを守り、正し
い交通マナーを実践し
ましょう。
【重点項目】
▶子供と高齢者の安全な通行の確保
▶高齢者運転者の交通事故防止
▶自転車の交通事故防止
▶二輪車の交通事故防止
▶飲酒運転の根絶
▶違法駐車対策の推進
【問合せ】交通対策課交通企画係（本庁
舎7階）☎（5273）4265へ。

勤労者・仕事支援センター

若者自立支援イベント 

①講座「SNSとの付き合い方」
【日時・内容】12月6日
㈮ 午 後1時30分~3時
…セミナー（講師は森中
洋美／NPO法人CNS
ネットワーク協議会
ほか）
※午後4時~5時に若年者就労支援室
「あんだんて」利用相談会もあります。
【会場】新宿リサイクル活動センター
（高田馬場4―10―2）
【対象】就労や進学など自立に向けて悩ん
でいる15歳~おおむね39歳ほか、20名
②講座「ひきこもりのご家族の会
　~焦らない社会参加」
【日時・内容】12月11日㈬、▶午前10時
~11時30分…セミナー（講師は森中
洋美／NPO法人CNSネットワーク協

議会ほか）
※午後1時~4時に若年者就労支援室
「あんだんて」利用相談会もあります。
【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【対象】ひきこもりやこころの問題を抱
えたお子さんの家族、20名

………＜①②共通＞………
【共催】新宿区
【申込み】電話で同センター☎（3200）
3311へ。

新春特別講演会 

● 日本経済のゆくえ
【日時】令和2年1月14
日㈫午後2時～3時30
分
【会場】四谷区民ホール（内藤町87）
【対象】区内在住の方、区内中小企業の
経営者ほか、300名
【講師】野口悠紀雄（早稲田大学ビジネ
ス・ファイナンス研究センター顧問／
一橋大学名誉教授）
【共催】新宿区しんきん協議会・新宿区
【申込み】11月27日㈬～令和2年1月13
日㈷に所定の申込用紙をファックス
で東京商工会議所新宿支部☎（3345）
3290・㋫（3345）3251へ。ホームペー
ジ（㋭https://event.tokyo-cci.or.jp/
event_detail-96345.html）からも申
し込めます。先着順。申込用紙は同支
部で配布しているほか、同ホームペー
ジから取り出せます。

「これは本当に問題です。」
とある企業のCMが流れていました。そのときは全てを見たわけではなか
ったので全く気にも留めませんでした。
私が塾に向かおうと、電車に乗ったときのことです。ふと、上の広告が目に
入りました。広告は数学の問題のようでした。しかし、最後の一文には見覚え
のある文章が書かれていたのです。
「これは本当に問題です。」
そう書いてありました。一瞬目を疑いましたが、間違いなくＣＭで流れてい
た内容でした。
「ある女の子が起きている時間の半分で家の手伝いをして残りの時間の三
分の二で妹の世話をします。六時間寝たとき、何時間勉強できますか？学校へ
は歩いて往復三時間かかるものとします。」
というものです。私はこの問題の答えが気になって自分で問題を解いてみ
ました。答えは驚くべきものでした。
「勉強する時間はない」
たった一言なのに、こんなにも刺さるものはあるでしょうか。まるで、重い
石がドン、と落ちてきたようでした。この女の子のような子供たちがいる国が
あるという事実は知っていたものの、ここまで深く考えたのは初めてでした。
このような子供たちは、まだ紛争のある地域などに多いようです。貧しい国の
子供たちが貧しいのは当然だ、しょうがない。また、紛争のない国に生まれた
自分には関係ないと問題意識がない人も多くいると思います。
ただし、これは決して日本人の私たちには関係のないことだとは言い切れ
ないのです。
私は、ある一冊の本を思い出しました。
「マララ」という本です。これはマララ・ユスフザイさんというノーベル平和
賞を受賞した女性について書かれたものです。彼女は世界で教育を受けられ
ない女性のために、子供たちのために声をあげました。また、彼女は教育を受

けるためには平和が必要だと述べました。教
育が受けられない子供たちは、私たちでいう
「普通」に過ごせることが保障されていない
のです。
「ペンは剣よりも強し」
教育を受けた子供をテロリストは恐れていることもあり、マララの住んで

いた地域では学校がどんどん破壊され、教育を受ける場所がなくなっていき
ました。貧困、紛争、資格をもつ教員の不足や設置の不足など理由は違えど、ま
だ世界には子供が教育を満足に受けられる環境が整っていない国々がありま
す。この広告はそのことを私に改めて気づかせてくれました。
中学三年生になって、私自身、受験というプレッシャーから勉強したくないと思
うことがあります。ところが、実は毎日学校に行けること自体が、とても恵まれて
いるということなのです。
今回の人権作文を通じて、普通に勉強できる今のこの時間を大切にしなけ

ればならないと思いました。そして、勉強できることに感謝して一所懸命学ぶ
ことが、平和な国である日本に生まれてきた私たちの使命であるのではない
かとの思いを強くしました。
私自身が今回「勉強できることの喜び」や「平和のありがたさ」に気づかされ

たようにクラスの仲間や全国の同学年の仲間が、様々な切り口で、思いを巡ら
し、世界で起こっている様々な問題を真剣に考えてみることこそが世界を変
える大きな力になるのではないでしょうか。
私の好きな言葉に「未来は今である」という言葉があります。今というかけが
えのない時間を大切にして、しっかりと勉強することが未来を切り拓く原動力
になるはずです。今頑張ること、今取り組むこと、今考えることが未来そのも
のなのだと思います。
私たち一人一人の気づきや行動は、それ自体は些細なものにすぎません。し

かし、全国の同学年の仲間みんなで気づいたもの、世界のみんなで考えたこと
は必ず世界を良い方向へ導く力になるに違いありません。人権をテーマにし
た今回の作文に取り組んだことで、勉強することに対してとても前向きな気
持ちになることができたと思います。
そして、全国の中学生がこの人権作文を書くことが、実は未来の子供たちを

救う、世界を変える、第一歩になってくると私は考えます。

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
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はがき・ファックスの記入例

令和元年度全国中学生

人権作文コンテスト

東京都大会優秀賞

「未来と教育」「未来と教育」「未来と教育」「未来と教育」「未来と教育」「未来と教育」「未来と教育」「未来と教育」
横山 あい横山 あい横山 あい横山 あい横山 あいさんさんさん

（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）（落合第二中学校3年）

【期間・内容】
● 環境学習情報センター
15日㈰～令和2年1月15日㈬午前10時
～午後6時…環境カレンダー展2020

◆災害に備えた自助・共助

　マンションは、耐震性に優れてい
るなど魅力がある一方、大きな地震
が起きた場合、高層階の孤立やエレ
ベーター・ライフライン停止等の可
能性があります。
　各家庭で家具を固定し、水や食料
を備蓄するなど、日頃から備える（自助）
だけでなく、あいさつなどを通して、
入居者間で顔の見える関係を築き、

自主防災組織を結成するなど、互い
に協力するための体制づくり（共助）
にも取り組みましょう。
　区では、マンション自主防災組織
の結成促進・活動支援のため、区が選
定した20品目（小型発電機、ヘルメ
ット等）の中から、合計20万円（税
込）を限度に、防災資機材を現物支給
しています。詳しくは、新宿区ホーム
ページでご案内しています。

快適なマンション

ライフのために 17 【問合せ】危機管理課地域防災係（本庁
舎4階）☎（5273）3874へ。

エコギャラリー新宿 12月の展示

　自治総合センターのコミュニティ助成事
業による宝くじの助成金を受け、新たに地域
センターの地域貸出物品を購入しました。
　区内でイベントやお祭り等の地域コミ
ュニティ活動を行う団体に物品を貸し出し
ています。令和元年度購入物品は右表のと
おりです。購入物品について詳しくは、各
地域センターにお問い合わせください。
※営利目的での利用はできません。
※物品は各自で運搬してください。館内のみの貸出
物品や特定の部屋から移動できない物品もあります。
★右表のほかに、平成30年度までに整備し
た貸出物品もあります。詳しくは、各地域セ
ンターで配布しているチラシ・新宿区ホーム
ページをご覧ください。
【問合せ】地域コミュニティ課コミュニテ
ィ係（本庁舎1階）☎（5273）4127へ。

地域
センター 令和元年度購入物品
四谷 綿菓子機、ポップコーン機

牛込簞笥 綿菓子機、ポップコーン機、
テント収納袋

榎町 プロジェクター、ポータブル
スポットエアコン、扇風機

若松 ボッチャセット、ポータブル
ワイヤレスアンプ

大久保
プラダンケース（ポップコー
ン機や綿菓子機、かき氷機の
保護用）

戸塚 ポップコーン機、綿菓子機

落合第一
トランシーバー、コードリール、
インバーター発電機、ハンド＆
ショルダー型メガホン、ホット
プレート

落合第二 ポップコーン機、焼き鳥機
柏木 強力工場扇（大型扇風機）、CD

ラジオ、ショルダーメガホン
角筈 プロジェクター、きね、木製

平台車

地域センター地域センターの物品物品をを無料無料でで貸し出し貸し出していますています

※12月28日㈯、令和2年1月4日㈯は
開館準備等のため展示しません。
【会場・問合せ】エコギャラリー新宿
（西新宿2―11―4―4― ）☎（3348）6277へ。
※12月23日㈪、29日㈰～令和2年1
月3日㈮は休館です。
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　令和3年度からの「新宿区
高齢者保健福祉計画・第8期
介護保険事業計画」策定の
ための基礎資料とします。
　対象の方（無作為抽出）には、11月28
日㈭に調査票を発送します。同封の封
筒で12月19日㈭までにご返送くださ
い。ご協力をお願いします。
【対象】介護保険の「要介護1～5」の認定
を受けていない65歳以上の方、3,000名
●調査票の記入をお手伝いします
　希望する方は、調査票をお持ちの上、
地域包括ケア推進課地域包括ケア推進
係またはお近くの高齢者総合相談セン
ターへおいでください。
【問合せ】地域包括ケア推進課地域包
括ケア推進係（本庁舎2階）☎（5273）
4193・㋫（6205）5083へ。

都市型軽費老人ホームの

整備費を助成します

　区では、都市型軽費老人ホームの整
備促進を図るため、整備事業者を募集
し、国・都の制度を活用して、整備費を
助成しています。窓口での相談をご希
望の場合は、事前にご連絡ください。
【問合せ】地域包括ケア推進課地域包括
ケア推進係（本庁舎2階）☎（5273）4193へ。

歳末・地域たすけあい運動募金に

ご協力を

　募金は、地域住民主体の福祉活動や
ボランティア等の活動を支援するほ
か、在宅重度障害児（者）、交通遺児、自
死遺児、乳児院入所の乳幼児、女性保護
施設入所者の方々への見舞金等として

活用しています。
【受付期間】12月2日㈪～27日㈮
【受付窓口】区社会福祉協議会（高田馬
場1―17―20）、特別出張所、地域福祉
課（本庁舎2階）
【問合せ】区社会福祉協議会☎（5273）
2941へ。

障害者福祉施設共同バザール・

障害者作品展 

●手づくりマーケットin新宿区
　売り上げは、商品を製作した障害の
ある方に還元します。
【日時】12月4日㈬午前10時30分～午
後7時・5日㈭午前10時30分～午後5時
【会場】新宿駅西口広場イベントコー
ナー
【内容】作品展示、雑貨・食品の販売、障
害疑似体験、パラスポーツ体験ほか
※12月19日㈭までギャラリーオー
ガード「みるっく」（新宿大ガード下）で

も作品を展示しています。
【問合せ】障害者福祉課事業指導係（本
庁舎2階）☎（5273）4253・㋫（3209）
3441へ。

講座「iPhone XS体験会」 

●視覚障害のある方向け
【日時】12月10日㈫午前10時~午後0
時30分
【対象】区内在住で視覚に障害のある
方、14名（定員に余裕がある場合は家
族の参加も可）
【内容】スマートフォンの特徴、音声読
み上げ機能を使った基本操作・通話等
の体験ほか（機器は当日、貸し出します）
【費用】1回100円（減免制度あり）
【会場・申込み】11月27日㈬～12月5日㈭
に電話かファックス（2面記入例のほか
手帳の種類を記入）または直接、区立障
害者福祉センター（戸山1―22―2）
☎（3232）3711・㋫（3232）3344へ。先着順。

　障害に関する相談窓口・手帳の申
請方法、日常生活の支援、障害のある
方が利用できるサービス等を聞くこ
とができます。障害者福祉課相談係
で配布するほか、希望する方には郵
送でお送りします。
【問合せ】障害者福祉課相談係（本
庁舎2階）☎（5273）4518・㋫（3209）
3441へ。

視覚障害のある方へ

シニア活動館・地域交流館の催し
西新宿シニア活動館
①押し花教室
　～クリスマスカード作り
【日時・定員】12月14日㈯午後2
時～4時（20名）
【費用】300円（材料費）
②年越しそば打ち教室
　（試食あり）
【日時・定員】12月15日㈰午前9
時30分～午後1時30分（20名）
【協力】江戸蕎麦・讃岐うどん打
ち研究会
【費用】700円（材料費）
………＜①②共通＞………

【対象】区内在住の50歳以上
【会場・申込み】11月27日㈬から
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（西
新宿4―8―35）☎（3377）9380・
㋫（3377）9231へ。先着順。

北新宿第二地域交流館
①おいしい紅茶を楽しむ
【日時・定員】12月11日㈬午後2
時30分～4時30分（16名）
【講師】川原啓子（日本紅茶協会
認定ティーインストラクター）
【費用】800円（紅茶・焼き菓子
代）
②相続と財産管理の基礎知識
【日時・定員】12月13日㈮午後2
時～3時30分（20名）
【講師】千田賢（弁護士）
………＜①②共通＞………

【対象】区内在住の60歳以上
【会場・申込み】11月27日㈬から
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。先着順。

家族介護者交流会
　ご家族を介護している方、介護していた方の
交流会です。当日直接、会場へおいでください。
【12月の日時・会場（途中入退場自由）】
▶四谷の会…5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…17日㈫午後1時30分～4時／デン
マークイン新宿（原町2―43）
▶わきあいあい…11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…10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）
▶いっぷくの会…21日㈯午後1時30分～4時／
聖母ホーム（中落合2―5―21）
▶かずら会…20日㈮午後2時～4時／落合第二
地域センター（中落合4―17―13）
▶ひととき…19日㈭午後2時～4時／柏木地域
センター（北新宿2―3―7）
【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。

【問合せ】▶環境対策課環境計画係☎（5273）3763、▶環境対策課公害対策係☎（5273）3764、▶ご
み減量リサイクル課ごみ減量計画係☎（5273）3318（いずれも本庁舎7階）、▶環境学習情報セン
ター（西新宿2―11―4、新宿中央公園内）☎（3348）6277へ。

　新宿エコ自慢ポイントは、エコな行動を景品と交換
できるポイントとして貯める仕組みです。
　同ポイント登録カードまたは交通系ICカードと、
レジ袋辞退が分かるレシートや「電気ご使用量のお知
らせ」等で、ポイントを貯めることができます。詳しく
は、広報新宿12月5日号でご案内します。
【問合せ】ごみ減量リサイクル課ごみ減量計画係へ。

　区内在住・在勤・在学の方に騒音計（写真）を貸し
出しています（貸出期間は1週間）。希望する方は、
事前に電話予約の上、環境対策課公害対策係へ。

ポイントの管理にポイントの管理にポイントの管理にポイントの管理にポイントの管理にポイントの管理にポイントの管理にポイントの管理にポイントの管理に
交通系交通系交通系交通系IIICカードがCカードがCカードがCカードがCカードがCカードがCカードが
使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました使えるようになりました

　「え／エコな取り組み」「こ／今年も実践」「ら／らくらく省
エネ」「い／今から始める」「ふ／冬支度」をまとめた「え・こ・
ら・い・ふ」を合言葉に、この冬もエコな生活を心掛けましょ
う。今回は環境にやさしい生活の参考になる区の事業等を紹
介します。

え・こ・ら・い・ふ
12月は

地球温暖化
防止月間

　環境絵画・環境日記展2019の受賞作品や省エ
ネ情報を掲載した「新宿区エコ・チェックダイア
リー2020年版」（右写真）を12月6日㈮から配布
します。毎月のエネルギー消費量を記録でき、環
境家計簿としても活用できます。

【配布場所】▶①環境対策課環境計画係、▶②環境学習情報センター、▶③リサイ
クル活動センター、▶④区政情報センター（本庁舎1階）、▶⑤特別出張所、▶⑥区
立図書館（環境白書は④⑥を除く。いずれも無くなり次第終了）

【問合せ】▶エコ・チェックダ
イアリー…環境学習情報セ
ンター、▶新宿区環境白書…
環境対策課環境計画係へ。

★新宿区環境白書（令和元年度版）
を配布しています
　区内の環境の現状や、区の環境
施策の成果・進捗状況を掲載して
います。環境への意識を高めるき
っかけづくりにご活用ください。

【対象機器】▶家庭用燃料電池システム
（エネファーム）、▶高反射率塗装、▶太陽
光発電システム、▶断熱窓改修、▶CO2
冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュー
ト）ほか
【申請受付期間】令和2年2月28日㈮まで
※必ず、申請前にパンフレット等で助
成要件等を確認し、施工前に申請して
ください。

※補助金総額に達した機器は、申請受
付期間内でも、受け付けを終了します。
【申請書類等配布場所】環境対策課環境
計画係、環境学習情報センター、リサイ
クル活動センター、特別出張所
※新宿区ホームページからも取り出せ
ます。
【問合せ】環境対策課環境計画係へ｡

新エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金
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新宿エコ自慢ポイント
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介護予防・日常生活圏域
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障害者福祉の手引
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トラブル防止のため
騒音計でご自宅の
生活騒音をチェック！
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 映画会　 映画会　 映画会　 映画会　 映画会　

● バリアフリー映画会
【日時・定員】12月7日㈯午後2時～4時
（100名）
【会場】戸山生涯学習館（戸山2―11―
101）
【上映作品】「グーグーだって猫である」
【申込み】電話または直接、戸山図書館へ。

● クリスマス上映会
【日時】12月8日㈰午後2時30分～5時
（午後2時開場）
【上映作品】「素晴らしき哉、人生!」
【会場・申込み】当日直接、鶴巻図書館
へ。先着20名。
【問合せ】▶11月30日㈯まで…鶴巻図
書 館 仮 事 務 所（ 中 央 図 書 館 内 ）
☎（3364）1421、▶12月1日㈰から…
鶴巻図書館へ。
● 水曜上映会
【日時】12月11日㈬午後2時～3時35分
（午後1時40分開場）
【上映作品】「幸福の設計」
【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】中央図書館へ。

● キネマ角筈
【日時】12月15日㈰午後2時～3時45分
【会場】角筈地域センター（西新宿4―
33―7）
【上映作品】「禁じられた遊び」
【申込み】11月27日㈬から電話または
直接、角筈図書館へ。先着40名。

おはなし会　おはなし会　おはなし会　おはなし会　おはなし会　おはなし会　

● クリスマススペシャルおはなし会
【日時】12月7日㈯午後3時～3時45分
【対象】小学生までのお子さん、40名
【会場・申込み】当日直接、こども図書館
へ。先着順。

問合せ
中央図書館
こども図書館

大久保3―1―1
☎（3364）1421

四谷図書館 内藤町87
☎（3341）0095

鶴巻図書館 早稲田鶴巻町521
☎（3208）2431

西落合図書館 西落合4―13―17
☎（3954）4373

戸山図書館
戸山2―11―101
☎（3207）1191
㋫（3207）1192

北新宿図書館 北新宿3―20―2
☎（3365）4755

中町図書館 中町25
☎（3267）3121

角筈図書館 西新宿4―33―7
☎（5371）0010

大久保図書館 大久保2―12―7
☎（3209）3812

下落合図書館 下落合1―9―8
☎（3368）6100

四谷地区防災フェスタ　

● 四谷地区小中連携型
　地域協働学校事業
【日時】12月7日㈯午後1時30分～3時
【内容】小・中学校連携防災教育活動の
紹介、中学生の防災ボランティア体験
発表、防災に関する講演会ほか
【会場・申込み】当日直接、四谷地域セン
ター（内藤町87）へ。
【問合せ】教育支援課地域連携・家庭教
育推進係（大久保3―1―2、教育セン
ター4階）☎（3232）1078へ。

家庭教育講座　

【日時】12月14日㈯午後2時～4時
【会場】牛込第三中学校（市谷加賀町1
―3―1）
【内容】講演「子どもの自己肯定感は親の
言葉かけで育つ～不登校・子育ての悩み
を解決する子育て法」（講師は森田直樹
／KIDSカウンセリング寺子屋代表）
【主催・申込み】11月27日㈬から電子
メール（2面記入例のとおり記入）で、
同校PTA㋱ushi3bunka@gmail.com
へ。先着80名。
【問合せ】同校PTA・加藤☎090（6023）
6043へ。

角筈地域センターまつり 

【日時】12月1日㈰午前10時～午後3時
【内容】同センター登録団体・地域の皆
さんによるステージ発表、模擬店ほか
【会場・問合せ】同センター（西新宿4―4―4 33―33―
―7―7― ）☎（3377）1373・㋫（3377）1375へ。
● 会場に行政相談所を開設します
　同会場で行政相談委員が国の行政全
般に関する苦情・相談に無料で応じま
す（予約不要）。
【問合せ】区政情報課広聴係（本庁舎3
階）☎（5273）4065へ。

ミ ラ イ ト ワ・ ソ メ イ テ ィ と 踊 ろ う

＠つのはず 

【日時】12月1日㈰午後2時30分～3時
【内容】ダンスコーナー、握手会、ラバー
キーホルダーの配布
【会場・申込み】当日直接、角筈区民ホー
ル（西新宿4―33―7）へ。先着230名。
【問合せ】角筈特別出張所☎（3377）
4381・㋫（5350）2868へ。

すいとんの会 

● 語りつごう いのちの大切さを
【日時】12月7日㈯午後1時30分～4時
【内容】戦争体験者から体験談を聞き、

戦時中の代用食「すいとん」を食べなが
ら平和の大切さについて懇談
【会場・申込み】当日直接、牛込簞笥地域
センター（簞笥町15）へ。先着60名。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）
☎（5273）3505へ。

落合三世代交流サロン

クリスマス会 

【日時】12月14日㈯午前11時～午後2
時30分
【内容】打楽器奏者によるガラクタ音楽
会、ハンドベル演奏、ゲームコーナーほか
※来場者にはプレゼントがあります
（数に限りあり）。ちらしずし・コーヒー
は有料（各100円）です。
【会場・申込み】当日直接、同サロン（西
落合1―31―24、西落合児童館2階）
☎（3954）2740へ。

DV防止啓発講座 

● その心身の不調、原因は夫かも～女性
のためのモラルハラスメント処方箋

【日時】12月14日㈯午後2時～4時
【会場・申込み】11月27日㈬から電話か
ファックス（2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30名。

● 小さい子向けクリスマスおはなし会
【日時】12月14日㈯午前11時～11時45分
【対象】未就学児のお子さんと保護者、
30名
【会場・申込み】11月27日㈬から電話ま
たは直接、下落合図書館へ。先着順。
● つのはずクリスマスおはなし会
【日時】12月15日㈰午前11時～11時
45分
【対象】3歳~小学生、20名（保護者の同
伴可）
【会場・申込み】11月27日㈬から電話ま
たは直接、角筈図書館へ。先着順。
● 親子で楽しむ絵本ライブ
【日時】12月15日㈰午後2時～4時
【会場】戸山生涯学習館（戸山2―11―
101）
【内容】楽器の演奏やパントマイムなど
を交えた絵本の読み聞かせ
【申込み】11月27日㈬から電話または直
接、戸山図書館へ。先着親子30組60名。
● 英語のクリスマスおはなし会
【日時】12月15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
【会場・申込み】11月27日㈬から電話ま
たは直接、西落合図書館へ。先着順。
● 英語絵本のおはなし会
【日時】12月21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）
【会場・申込み】11月27日㈬から電話で
中町図書館へ。先着順。

ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　ぬいぐるみおとまりかい　

ぬいぐるみをお泊りさせ、お迎えの際
にお泊りの様子の写真をお渡しします。
【日時】12月11日㈬午後4時～4時30分
（ぬいぐるみと写真のお渡しは12月13
日㈮午前9時から）
【対象】3歳~小学4年生程度、10名
【会場・申込み】11月27日㈬から直接、
大久保図書館へ。先着順。

図書館の催し
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【日時】12月14日㈯午後2時～2時45分
【会場】北新宿生涯学習館（北新宿3―
20―2）
【申込み】11月27日㈬から電話または
直接、北新宿図書館へ。先着20名（お子
さん連れはミニおはなし会に参加可）。

 ボッチャ体験　 ボッチャ体験　 ボッチャ体験　 ボッチャ体験　 ボッチャ体験　 ボッチャ体験　 ボッチャ体験　

【日時】12月15日㈰午前10時
～12時・午後2時～4時
【会場】四谷地域センター（内藤町87）
【対象】小学生以上、各回20名（保護者
の同伴可）
【申込み】11月27日㈬から電話または
直接、四谷図書館へ。先着順。

 クリスマスこうさく会　 クリスマスこうさく会　 クリスマスこうさく会　 クリスマスこうさく会　 クリスマスこうさく会　 クリスマスこうさく会　 クリスマスこうさく会　 クリスマスこうさく会　 クリスマスこうさく会　 クリスマスこうさく会　 クリスマスこうさく会　

【日時】12月15日㈰午後3時～3時30分
【対象】小学2年生まで、15名（未就学児
は保護者同伴）
【内容】牛乳パックでクリスマスツリー作り
【会場・申込み】12月4日㈬から電話ま
たは直接、鶴巻図書館へ。先着順。

　区職員の給与等は、区民の皆さんの負担によるものです。より一層、皆さん
のご理解をいただくため、「新宿区人事行政の運営等の状況の公表に関する条
例」に基づき、区職員の給与・定員管理に関する職員数の状況等の概要をお知
らせします。
【問合せ】▶職員の給与等は人事課給与福利係☎（5273）4057、▶職員数の状況
等は人事課人事係☎（5273）4027（いずれも本庁舎3階・㋫（3209）9947）へ。

職員の給与等 ◆�職員の平均給料月額、平均給与月額と
平均年齢の状況 （31年4月1日現在）

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一般
行政職

新宿区 304,522円 440,528円 40歳 3月
東京都 314,459円 448,732円 41歳 8月

技能
労務職

新宿区 295,897円 407,785円 51歳 2月
うち清掃職員 297,665円 428,349円 49歳 6月
うち用務員 299,387円 379,519円 55歳 6月
東京都 291,617円 393,246円 49歳 10月

◆�昇給の状況 （30年度）

区分 全職種 行政職 技能労務職
職員数（a） 2,082人 1,791人 209人

昇給区分ＡまたはＢの職員数（b）
構成比率（b÷a）

624人
30.0%

525人
29.3%

68人
32.5%

昇給区分Ｃの職員数（c）
構成比率（c÷a）

1,445人
69.4%

1,253人
70.0%

141人
67.5%

昇給区分ＤまたはＥの職員数（d）
構成比率（d÷a）

13人
0.6%

13人
0.7%

0人
0.0%

※定期評定の結果を昇給に反映させています。昇給区分はＡ（6号昇給）、
Ｂ（5号昇給）、Ｃ（4号昇給）、Ｄ（3号昇給）、Ｅ（昇給なし）の5段階です。

※行政職は行政職給料表（一）適用職員です。技能労務職は行政職給料表
（二）適用職員です。

※全職種欄は行政職・技能労務職・医療職です。
※構成比は端数を調整しています。

◆�退職手当の状況 （31年4月1日現在）

区分 新宿区 国
内容 自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨

支
給
率

勤続20年
勤続25年

18.00月分
28.00月分

24.55月分
32.95月分

19.669月分
28.039月分

24.586月分
33.270月分

勤続35年
最高限度

39.75月分
39.75月分

47.70月分
47.70月分

39.757月分
47.709月分

47.709月分
47.709月分

加算措置 定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

定年前早期退職特例措置
（2％～45％加算）

職員1人当たりの
平均支給額 1,851千円 20,600千円 ――――――

※職員1人当たりの平均支給額は、30年度に退職した全職員の平均額です。

◆�特別職の報酬等の状況 （31年4月1日現在）

区分 給料・報酬 地域手当 支給額計 期末手当

給料 区長
副区長

1,168,000円
936,000円

151,840円
121,680円

1,319,840円
1,057,680円 6月期  1.40月分

12月期  1.50月分
3月期  0.20月分

計  3.10月分報酬
議長

副議長
議員

944,000円
806,000円
617,000円

―
―
―

944,000円
806,000円
617,000円

区分 算定方式
退職
手当

区長
副区長

退職時給料月額×勤続期間1年に付き100分の437
退職時給料月額×勤続期間1年に付き100分の301

※副区長には、このほかに通勤手当が支給されます。

◆年齢別職員構成の状況 （31年4月1日現在）

区分 20歳未満 20～23歳 24～27歳 28～31歳 32～35歳

職員数 1人 78人 261人 336人 325人

構成比 0.0% 2.8% 9.5% 12.2% 11.8%

区分 36～39歳 40～43歳 44～47歳 48～51歳 52歳以上
職員数 280人 206人 198人 311人 759人
構成比 10.2% 7.5% 7.2% 11.3% 27.5%

◆�職員の経験年数別・学歴別
平均給料月額の状況 （31年4月1日現在）

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年
一般
行政職

大学卒程度 306,411円 341,054円 ―――――
高校卒程度 226,600円 273,050円 345,000円

技能労務職 ――――― ――――― 259,625円
※一般行政職・大学卒程度の経験年数20年と技能労務職の経験年

数10年・15年は、該当者がいませんでした。

◆�一般行政職の級別職員数の状況
（31年4月1日現在）

区分 6級 5級 4級 3級 2級 1級
計標準的な 

職務内容 部長 課長 課長
補佐

係長・
主査 主任

2級～6級まで
の職務に属さ
ない係員

職員数 23人 72人 70人 232人 583人 512人 1,492人
構成比 1.5% 4.8% 4.7% 15.5% 39.1% 34.3% 100%

※新宿区の給与条例に基づく給料表の級区分によります。
※標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
※職員数は「地方公務員給与実態調査」の分類による一般行政職

の人数です。
※構成比は端数を調整しています。

◆�職員の初任給の状況 （31年4月1日現在）

区分 新宿区 国

一般行政職
大学卒程度 183,700円 総合職 185,200円

一般職 180,700円
高校卒程度 147,100円 148,600円

技能労務職 138,900円 ――――――

◆部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)

区分
部門

職員数 増減数
（▲は減） 主な増減理由

30年 31年

一般行政
部門

議会 15人 15人 0人 ―――――――

総務 462人 476人 14人 職員配置の見直し等
による増

税務 95人 95人 0人 ―――――――

民生 990人 1,013人 23人 職員配置の見直し等
による増

衛生 414人 419人 5人 職員配置の見直し等
による増

労働 5人 5人 0人 ―――――――

農林 1人 1人 0人 ―――――――

商工 17人 17人 0人 ―――――――

土木 277人 284人 7人 職員配置の見直し等
による増

小計
（Ａ） 2,276人 2,325人 49人 ―――――――

特別行政
部門

教育
（Ｂ） 276人 267人 ▲9人 職員配置の見直し等

による減
普通会計部門合計
（Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 2,552人 2,592人 40人 ―――――――

公営企業等
会計部門

水道 0人 0人 0人 ―――――――

その他 165人 163人 ▲2人 職員配置の見直し等
による減

公営企業等会計部門
合計（Ｄ） 165人 163人 ▲2人 ―――――――

総計（Ｃ＋Ｄ） 2,717人
[2,725人]

2,755人
[2,760人]

38人
[35人] ―――――――

※職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を有する休職者・再
任用フルタイム職員等を含み、再任用短時間職員・臨時職員・非常勤職員を
除いています。

※［ ］内は条例定数の合計です。

◆30年度の人件費の状況（普通会計決算）
住民基本台帳人口

（31年4月1日現在） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率
（B÷A）

346,425人 141,875,163千円 3,891,527千円 26,629,583千円 18.8％
（参考：29年度の人件費率は19.0％）

※決算額は「地方財政状況調査」の分析によるものです。
※人件費には特別職に支給される給料・報酬などを含みます。
※31年4月1日現在の区の住民基本台帳人口のうち、外国人は42,157人です。

◆30年度の職員給与費の状況（普通会計決算）
職員数
（A）

給与費 1人当たりの
給与費（B÷A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

2,552人 9,428,850千円 3,648,043千円 4,439,355千円 17,516,248千円 6,863千円
※職員数は「地方公務員給与実態調査」による30年4月1日現在の普通会計に属する職員

の人数です。
※職員手当には退職手当を含みません。

◆ラスパイレス指数の状況
区分 新宿区 特別区平均

25年度 107.9 108.2
30年度  99.7 100.1

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与
水準を示す指数です。

◆給与の種類と内容
31年4月1日現在

（令和元年度特別区人事委員会等勧告前の金額・月数）

区分 新宿区 国
配偶者及びその他扶養親族 6,000円 6,500円

扶養親族たる子 9,000円 10,000円
※満15歳の年度初め～満22歳の年度末までの扶養親族である

子について4,000円を加算（国の加算額は5,000円）
民間における賃金や物価が高い地域に勤務する職員に支給
する手当

支給率 20%
※国は地域区分により0％～20％
※職員1人当たり平均支給年額711,698円(30年度）

著しく危険、不健康、そのほか特殊な業務に就いたときに支
給する手当

手当の種類
（4種類）

特定危険現場業務手当、福祉事務所現業手当、
感染症予防業務従事手当、清掃業務従事手当

職員全体に占める手当支給職員の割合 10.1%
※職員1人当たり平均支給年額118,626円（30年度）
※支給額・支給職員の多い手当は清掃業務従事手当、福祉事務

所現業手当

民間の基本給に相当し、仕事の内容や責任に応じて、給料表・
級などにより区分しています。

運賃相当額（1か月当たりの支給限度額55,000円。国の支
給限度額も同じ）
※原則として年2回、4月・10月に6か月分を一括支給
管理職手当・初任給調整手当・単身赴任手当

職員1人当たり平均支給年額321,213円（30年度）

休日給・宿日直手当・夜勤手当・管理職特別勤務手当・災害派遣手当

ボーナスに相当する手当
30年度

支給割合
新宿区 国

期末 勤勉 期末 勤勉

6月期 1.15月分
(0.65)

0.95月分
(0.45)

1.300月分
(0.725)

0.925月分
(0.50)

12月期 1.20月分
(0.70)

0.95月分
(0.45)

1.300月分
(0.725)

0.925月分
(0.50)

3月期 0.25月分
(0.10) ― ― ―

計 2.60月分
(1.45)

1.90月分
(0.90)

2.60月分
(1.45)

1.85月分
(1.00)

職務段階等に
応じた加算措置 有 有

※（ ）は再任用職員の支給割合
退職時に支給する一時金（右上表「退職手当の状況」参照）

世帯主
月額家賃27,000円以上を負担する者 8,300円

加算額
当該年度末年齢27歳までの者 18,700円
当該年度末年齢28歳～32歳
の者 9,300円

※国は借家等居住者への支給限度額27,000円
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給料

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

その他

時間外勤務手当

その他

期末・勤勉手当

退職手当

特殊勤務手当

職員数の状況・定員適正化の概要等職員数の状況・定員適正化の概要等

※年齢は令和2年3月末日現在
※構成比は端数を調整しています。合計　2,755人

　区では、より簡素で効率的な組織運営を目指し、「定員適正化
計画」を策定し、計画的に職員数の削減に取り組んでいます。　
　平成15年2月に策定した「行財政改革計画」に基づき、19年
度までに426人を削減し、20年度～29年度の10年間（第一次
～第三次実行計画）では、428人の削減目標に対して、再任用
職員の活用等及び事務事業の見直しによる職員定数の削減
として計468人と、目標を上回る削減を実施してきました。

◆定員管理の取り組み 定員適正化計画の目標と実績

年度 15～19
年度計

20～23
年度計

24～27
年度計 28 29 28～29

年度計
計画 ▲424 ▲202 ▲201 ▲17 ▲8 ▲25

実績 ▲426 ▲207 ▲219 ▲20 ▲22 ▲42
※各定員適正化計画に基づく15年度～29年度の計画と実績を掲

載しています。計画策定時は短時間再任用による振り替え分を
想定して計上した削減数としているため、26年度からフルタイ
ム再任用となった実績は除いています。

（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況（参考） 定員適正化計画の取り組み状況 （単位：人）

区職員の給与・職員数の状況等
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★ 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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予算見積もりの
概要をお知らせします

令和元年　第４回区議会定例会
期　日 開会時間 会議・委員会の名称

11月28日㈭ 午前10時 本会議（代表質問等）
11月29日㈮ 午前10時 本会議（代表質問・一般質問、議案の提案説明等）
12月2日㈪・3日㈫ 午前10時 常任委員会（総務区民、福祉健康、環境建設、文教子ども家庭）
12月4日㈬ 午前10時 特別委員会（防災等安全対策、自治・議会・行財政改革等）
12月5日㈭ 午前10時 特別委員会（オリンピック・パラリンピック・文化観光等）
12月9日㈪ 午後2時 本会議（議案の採決、意見書・決議の採決等）
◎本会議・委員会は傍聴できます。手話通訳者または要約筆記者も配置できます（事前にお問い
合わせください）。本会議の様子は区議会ホームページ（㋭http://www.city.shinjuku.lg.jp/
kusei/index08.html）でご覧いただけます。日程は変更することがあります。詳しくは、お問い
合わせください。
【問合せ】区議会事務局調査管理係（本庁舎5階）☎（52７3）3534・㋫（3209）9995へ。
●今回の定例会で審議する主な議案（予定）
▶予算案…令和元年度新宿区一般会計補正予算（第6号）、▶条例案…新宿区立四谷スポーツスク
エア条例、新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）☎（52７3）3505・㋫（3209）994７へ。

Jアラート（全国瞬時警報システム）の動作確認のため、訓練放送が「防災ス
ピーカー」から流れます。屋外で大きな音がしますが、ご理解をお願いします。
【問合せ】危機管理課地域防災係（本庁舎４階）☎（5273）387４・㋫（3209）４069
へ。

試験放送の内容
▶�「これは、Jアラートのテ

ストです」（3回）

▶�「こちらは、ぼうさい新

宿です」

※�始めと終わりにチャイム
音が流れます。

Jアラートとは

弾道ミサイル情報、緊急地震速報など、
対処に時間的余裕のない事態に関する情
報を国から送信し、区市町村の防災行政
無線等を自動起動することにより、国か
ら住民に緊急情報を瞬時に伝達するシス
テムです。

12月4日（水）月4日（水）

午前11時から午前11時から

防災行政無線による

Jアラート全国一斉試験放送

◎気軽に健康づくりに取り組める環境整備

3,3７3万3千円
　生涯にわたり心身ともに健康で暮らせる健康寿命
の延伸のため、「運動」と「食」を中心に、区民が気軽に
健康づくりに取り組める環境づくりを行います。
◎認知症高齢者への支援体制の充実

5,81７万5千円
　「地域包括ケアシステム」の実現に向けて、認知症
に係る医療と福祉・介護の連携強化を図ります。ま
た、地域で認知症高齢者を支援する体制を充実させ
ます。
◎障害を理由とする差別の解消の推進

2,542万9千円
　障害の有無によって分け隔てなく、人格と個性を
尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障
害の特性に応じたコミュニケーション支援等の推進
や区民への啓発活動等を行います。
◎着実な保育所待機児童対策等の推進

3億3,283万4千円
　地域の保育ニーズを踏まえた「子ども・子育て支援
事業計画」に基づき、保育所等の整備により引き続き
待機児童対策を着実に進めるとともに、一時保育の
情報提供を充実させ、利便性を向上します。
◎放課後の居場所の充実 19億8,8７4万3千円
　学童クラブ・放課後子どもひろば事業を充実させ、
総合的に放課後の居場所づくりを推進します。
◎学校施設の改善 2億6,83７万9千円
　児童・生徒にとって安全・安心な教育環境を確保す
るとともに、災害発生時に地域住民の避難所として
の機能を向上させるため、学校施設の整備・改修を行
います。
◎東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした　

　　教育の推進 3,７95万8千円
　国際理解教育等を一層充実し、子どもたちの国際感
覚を養います。また、障害のある方に対する理解と思
いやりの心を育むとともに、体力の向上を図ります。
◎若者の区政参加の促進 360万6千円
　若者の意見
やアイデアな
どを、区政に反
映させるため
の効果的な仕
組みづくりを
進めます。
◎町会・自治会活性化への支援 464万1千円
　新宿区町会連合会と連携して、地域のさまざまな
課題に取り組むとともに、町会・自治会への加入率の
向上を図ります。

◎観光と一体となった産業振興 1,2７2万７千円
　新宿の魅力を国内外に広く発信するため、新宿
観光振興協会と連携して新宿のブランド力の向上
と新たなものづくり人材の創出につなげます。
◎商店街の魅力づくりの推進 2,148万円
　商店会情報誌の発行や、大学等との連携による
商店街支援事業により、各商店街が持つ特性を生
かした商店街づくりを支援します。
◎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 9,90７万７千円
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会開催に向けて、区民の記憶に残る大会となるよ
う、気運醸成を図っていきます。

　区では現在、令和2年度の予算編成作業を進めています。
　今回は、第一次実行計画（計画期間平成30年度～令和2年度）で取り組む事業
の一部について、令和2年度予算見積もりの概要をお知らせします。全ての実行
計画事業の見積もりの概要は、新宿区ホームページでご覧いただけます。
　見積もりに対する査定結果は、令和2年2月下旬にお知らせします。
【問合せ】財政課（本庁舎3階）☎（5273）４0４9・㋫（3209）1178へ。

令和２年度

情報公開
11月25日11月25日

新宿の高度防災都市化と
安全安心の強化

基本政策Ⅱ

◎行政評価制度の推進 559万円
　区の施策や事業を客観的に評価し政策形成の基
礎とすることを目的に、行政評価を実施し行財政
運営のPDCAサイクルの強化を図ります。

健全な区財政の確立
基本政策Ⅳ

◎区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成

2,01７万2千円
　実務を遂行するうえで欠
かせない知識や法令等の基
礎的能力向上とともに、職員
の資質向上に向け、区民起点
で考え、区民と協働し、職場
や仕事を改善する職員の育
成を進めます。

好感度１番の区役所
基本政策Ⅴ

暮らしやすさ１番の新宿
基本政策Ⅰ

予算編成方針を発表（9月2日）

予算編成の流れ

情報公開
2月下旬

予算案の区議会への提出
（2月中旬）

各部の予算目途額の算定（9月上旬～下旬）

各部で予算見積書の作成（10月上旬～下旬）

各部が予算見積書を財政課に提出（10月末）

区長査定（12月下旬）

予算書の作成
（1月中旬～2月上旬）

予算案の決定（令和2年1月中旬）
▲しんじゅく若者会議の様子

◎ユニバーサルデザインまちづくりの推進

1,７24万8千円
　（仮称）ユニバーサルデザインまちづくり条例に基
づく事前協議制度等により、誰もが移動しやすく、利
用しやすく、分かりやすいユニバーサルデザインま
ちづくりを推進していきます。
◎人にやさしい道路の整備 1億1,8７8万円
　安全で快適な歩行空間を確保するとともに、生活
する人が安心して暮らしやすい道路整備を進めてい
きます。
◎新宿中央公園の魅力向上 1億9,990万1千円
　「新宿中央公園魅
力向上推進プラン」
に基づき、新宿中央
公園の特色や魅力
をさらに生かした
公園づくりを進め
ます。

賑わい都市・新宿の創造
基本政策Ⅲ

◎再開発による市街地の整備 13億8,242万1千円
　市街地再開発事業や防災街区整備事業を支援
し、安全で安心して住めるまち、地域の特性が活き
るまち、みどりの多い快適なまちの実現を誘導し
ます。
◎道路の無電柱化整備 2億3,980万７千円
　主要な区道や駅周辺、公
共施設の周辺の電線類を
地下に埋設し、電柱を撤去
することにより、災害に強
いまちづくりを進め、歩行
空間のバリアフリー化や
美しい都市景観を創出し
ます。
◎客引き行為防止等の防犯活動強化 5,804万3千円
　地域・警察・区が一体となってパトロールなどの防
犯活動を行っていきます。また、危険薬物の撲滅に向
けて、関係機関との連携を強化していきます。

賑わい都市・新宿の創造
基本政策Ⅲ

◎新宿駅周辺地区の整備推進 ７億5,420万8千円
　2020年に供用開始する新宿駅東西自由通路や、
「新宿の拠点再整備方針」を踏まえた駅・東西駅前広
場・駅ビル等の一体的な整備、新宿通りモール化等に
より、魅力的でにぎわいあふれる、歩きたくなるまち
づくりを進めます。
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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。

☎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★

総合教育会議

【日時】12月6日㈮午後1時30分～3時
【内容】教育における重点施策等
【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4委員会室
へ。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）
☎（5273）3505へ。

エコライフ推進員

【対象】区内在住・在勤・在学の18歳以
上で、地域で環境活動ができる方、20
名程度

【任期】令和2年4月1日から2年間
【活動内容】区が行う環境施策・事業へ
の協力、協議会・分科会（月1回程度）へ
の参加、地域での環境保全に関する普
及・啓発活動ほか

【謝礼】年6,000円
【申込み】原稿用紙等の任意の用紙に2
面記入例のほか年齢、作文（テーマは

「エコライフの実践と普及啓発につい

て」、400～600字程度）を記入し、令
和2年1月24日㈮までに環境対策課環
境計画係（〒160-8484歌舞伎町1―4
―1、本庁舎7階）☎（5273）3763へ郵
送（必着）またはお持ちください。

クラシックコンサートに　　　　　　

区民30名を無料招待 

●ディーバ・輝き（歌とピアノの調べ）
【日時】12月1日㈰午後0時30分～4時
30分

【対象】区内在住の方、30名
【会場・申込み】区民であることを確認
できるもの（運転免許証、健康保険証
等）をお持ちの上、当日直接、午後0時
30分までに音楽の友ホール（神楽坂6
―30）へ。先着順。

【 問 合 せ 】同イベント事務局☎090
（1700）0585へ。

消防博物館の催し 

①秋の企画展「特別救助隊50年」
【期間】12月1日㈰までの午前9時30分
～午後4時30分（月曜日は休館）
②消防自動車乗車撮影会

【日時】12月1日㈰午前10時～11時30

分・午後2時～3時30分
【内容】消防自動車に乗車した様子をデ
ジタルカメラで撮影し、ポストカード
にしてプレゼント

………＜①②共通＞………
【会場・申込み】当日直接、同館（四谷3
―10）☎（3353）9119へ。

市民とNPOの交流サロン 

【日時】12月12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】自然を守ることで持続可能な社
会の実現を目指す国際NGOコンサ
ベーション・インターナショナル・ジャ
パンの活動を紹介（語り手は同法人）

【費用】1,000円（資料代等）
【主催・申込み】11月27日㈬から電話か
ファックス・電子メール（2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。

特別区職員採用試験　　　　　

23区合同説明会

【日時】令和2年1月12日㈰午前10時～
午後4時

【対象】特別区職員採用試験・選考の受
験を希望する方、7,000名程度

【内容】▶各区・組合の概要等、求める人
材の説明ブース（複数の区が共同で説
明するブースもあり）、▶技術職・専門
職の個別相談（職種は土木造園（土木／
造園）・建築・機械・電気・福祉・心理・衛
生監視（衛生／化学）・保健師）、▶採用
試験・選考概要の説明

【会場・申込み】当日直接、立教大学池袋
キャンパス（豊島区西池袋3―34―1）
へ。入退場自由。

【問合せ】特別区人事委員会事務局任
用課採用係☎（5210）9787へ。同委
員会ホームページ（㋭http://www.
tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.
htm）でもご案内しています。

シ ニ ア の た め の　　　　　　　　　　　

スマートフォン活用講座 

【日時】12月8日㈰午前10時～午後3時
【会場】四谷ひろば（四谷4―20）
【対象】おおむね60歳以上でこれから
スマートフォンを使う方・もっと活用
したい方、12名

【費用】3,000円
【主催・申込み】12月2日㈪までに電話で
NPO自立化支援ネットワーク☎090

（3400）0371（長谷川）へ。

永年にわたり、地域での街頭キャンペーンや薬物
乱用防止ポスター・標語の募集活動、講習会への講師
派遣等、各種啓発活動を熱心にきめ細かく実施して
きたことが他の地区協議会の模範となっていること
を評価され、10月21日に受賞しました。

【問合せ】衛生課医薬衛生係☎（5273）3845へ。

東京都薬物乱用防止推進新宿地区協議会が

薬物乱用防止関係功労者都知事感謝状を受賞

▲同協議会会長の猪俣則幸さん

　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・会場等は予定です。ご
自分で各主催者に内容をよくご確認
の上、参加してください。
　掲載の申し込みは「催し・講座」「会員
の募集」にかかわらず、1年間（4月1日
～翌年3月31日）に1回のみできます。
【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★
□楽譜点訳講習　令和2年2月1日～4
月4日の土曜日午前10時～12時（全10
回）、東京ボランティア市民活動セン
ター（神楽河岸）で。パソコンを使って
楽譜を点訳。㋓3,000円（10回分）。㋲令
和2年1月31日㈮までに電話で。㋣楽譜
点訳の会「星」・山口☎（3941）7914
□NHK大河ドラマ・明智光秀歴史講座
12月15日㈰午前10時～12時、住吉町
生涯学習館で。講師は日本歴史文化研
究所教授。令和2年1月から定期講座あ
り。㋓月2,000円。㋲12月5日㈭までに

電話で。先着10名。㋣火・木曜日の午後
2時～5時に日本歴史文化研究所・友の
会☎090（4603）9489
□京都の伝統の土を使った陶器作り　11
月28日㈭～12月24日㈫午後2時～4時30
分。神楽坂5丁目で。土ひねり、手回しろく
ろ、紐作り。定期活動あり。㋓1回3,000円。
㋲開催日の前々日までに電話で。各回先
着4名。㋣午前11時～午後7時に陶工房
飛びうさぎ・佐野☎080（4643）3338

★サークル紹介・会員募集★
□日常英会話　毎週木曜日午後6時～7
時、戸塚地域センターで。無料体験あ

り。50歳以上の初心者対象。㋓月4,000
円。㋣ローズ・伊東☎080（1520）8481
□低山登山　定例会は毎月第1水曜日
午前10時～12時、落合第二地域セン
ターで。日帰り登山は毎月第3水曜日
に関東近郊で。ほかに年数回里山歩き
あり。中高年対象。㋓年3,000円。㋣丸
山の会・黒森☎080（3200）0234
□男声合唱　毎週月曜日午後5時30分
～8時、百人町2丁目で。合唱祭などへ
の参加あり。男性対象。㋓月5,000円

（入団3か月は無料）。㋣六声会合唱団・
小林☎042（316）1485

区民のひろば
費用・ 申込み・ 問合せ

令和２年

３月宿泊分

箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳

区民保養施設の利用申し込み

◎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】12月1日～10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。12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…12月21
日㈯、▶一般予約…令和2年1月4日㈯

【令和2年3月の休館日】▶グリーンヒ
ル八ヶ岳…4日㈬・5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。申し込みには事前に宿泊予
約が必要です。

【令和2年3月の出発日・コース】
▶10日㈫…長門牧場、旧軽井沢銀座、
富士眺望大吊橋「三島スカイウォーク」
▶16日㈪…中山道宿場町巡り「馬籠
宿」「妻籠宿」、国宝「久能山東照宮」
▶24日㈫…安曇野アートヒルズミ
ュージアム、大王わさび農場、身延山の
シダレザクラ

【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。
※12月29日㈰～令和2年1月3日㈮
は、窓口・電話いずれも受け付けを休
止します。

　吉住健一区長が、区政情報や新宿の
まちの多彩な魅力をお届けする区の広
報番組です。
●番組の放送

12月1日㈰～31日㈫、ジェイコムチ
ャンネル港・新宿（11チャンネル）で、
毎日3回放送します（20分番組）。
▶午前9時から（1日㈰は午後2時から、
22日㈰は午後9時50分から）、▶午後6
時35分から（21日㈯は午後9時10分か
ら、30日㈪・31日㈫は午後8時から）、
▶午後11時から（31日㈫は午後8時30
分から）

※番組は、新宿区ホームページでも動
画配信します。また、12月9日㈪から、
区政情報センター（本庁舎1階）、区立
図書館（所蔵は中央・四谷・下落合図書
館のみ）でDVDを貸し出します。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3
階）☎（5273）4064・㋫（5272）5500へ。
※ケーブルテレビの受信については、
ジェイコム東京☎0120（914）000へ。

ケーブルテレビの

広報番組

「ぶらりWEバス観光」をテーマに

区内の観光スポットなどをご紹介

12月は
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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。

（8）第 2302号　令和元年（2019年）11月25日発行
区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）、出席するイベントなどを

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

　使用期間は原則として5年で、使用期
間満了時に要件を満たしていれば再契約
できます。保証方法は、入居時に連帯保証
人・保証会社・敷金から選択できます。
【募集戸数】5戸
【申込資格】国内在住で、同居する20歳未
満のお子さんを扶養し、世帯の収入が所
得基準内（右上表）の方。詳しくは、募集案
内をご覧ください。
【申込み】募集案内に折り込みの申込書を
郵送で住宅課区立住宅管理係（〒160-

8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎7階）
☎（5273）3787・㋫（3204）2386へ。12
月11日㈬までの消印で、12日㈭までに
届いたものに限り受け付けます。
※募集案内は、住宅課、区政情報センター
（本庁舎1階）、区役所第1分庁舎1階受付、
特別出張所、中央・四谷・鶴巻図書館で配
布（施設の休館日を除く）するほか、新宿
区ホームページから取り出せます。
※随時受け付けしている特定住宅もあ
ります。詳しくは、お問い合わせください。

自動交付機・

コンビニ交付サービス

12月7日㈯㈯は終日休止します ●住民票の写し・印鑑登録証明書の発行
区役所本庁舎の停電のため、終日休
止します。
【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁
舎1階）☎（5273）3601・㋫（3209）1728へ。

【時間・集合場所】午前9時に戸塚地域センター3階
（高田馬場2―18―1）集合、11時解散予定（雨天中止）
【対象】区内在住・在勤・在学の方、20名程度
【持ち物】長靴か濡れてもいい運動靴、軍手、タオル
【申込み】はがきかファックス（2面記入例のとおり記入）で12月6日（必着）まで
にみどり公園課みどりの係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎7階）
☎（5273）3924・㋫（3209）5595へ。応募者多数の場合は抽選。

神田川の中を歩きながら
清掃活動に参加してみませんか

12月14日㈯㈯開催 神田川ファンクラブ

警察によると、犯人からの電話件数
は今年1月～9月末に都内で約28，800
件、新宿区内では約1，050件で、いずれ
も増加傾向にあります。
　被害に遭わないためには、まず「犯人
からの電話に出ない」ことが大切です。
常に留守番電話機能を設定し、電話に
出ず、メッセージが残されたことを確
認して折り返すことが、今すぐにでき

る被害防止対策の一つです。自宅の電
話機に留守番電話機能が付いている方
は、ぜひ活用しましょう。
　もし電話に出てしまい、少しでも疑
問や不安を感じた場合には、いったん
電話を切り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階）☎（5273）3532・㋫（3209）4069へ。

一言アドバイス

止防防害被欺詐詐
特殊詐欺の主な種類 件数
オレオレ詐欺 0件
還付金詐欺 6件
架空請求詐欺 1件
詐欺盗 4件
合計 11件

区内の特殊詐欺被害
認知件数（10月）

※区危機管理課調べ

留守番電話機能を

使いましょ う 【日程・会場】▶①牛込簞笥地域セン
ター（簞笥町15）…12月3日㈫～13日㈮
午前8時30分～午後9時45分（3日㈫は
午前10時から、13日㈮は午後4時まで）
▶②区役所本庁舎1階ロビー…12月
16日㈪～19日㈭午前8時30分～午後5
時（16日㈪は午前10時から、17日㈫は
午後7時まで、19日㈭は午後4時まで）
▶③ギャラリーオーガード「みるっく」
（新宿大ガード）…12月20日㈮～令和2

年1月23日㈭（12月20日㈮は正午から）
▶④四谷区民センター1階ピロティ
（内藤町87）…令和2年1月28日㈫～2
月4日㈫午前8時30分～午後9時45分
（1月28日㈫は午前10時から、2月4日
㈫は午後3時まで）
▶⑤新宿コズミックセンター（大久保
3―1―2）…令和2年2月5日㈬～14日
㈮午前9時～午後10時（14日㈮は午後
3時まで）

明るい選挙啓発ポスター展

【集合日時】12月20日㈮午前7時20分
【集合場所】▶歌舞伎町地区…東京都健
康プラザハイジア前広場
▶新宿駅東口地区…新宿駅東口広場
▶新宿駅西口地区…モード学園コクー
ンタワー前歩道
※雨天中止。実施の可否は、当日午前6時
15分に新宿区ホームページ、区公式ツイ
ッター・フェイスブックでお知らせします。

【申込み】当日直接、集合場所へ。団体で
参加する場合は、参加票を12月13日㈮
までにごみ減量リサイクル課まち美化
係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本
庁舎7階）☎（5273）4267・㋫（5273）
4070へ郵送（必着）・ファックスまたは
お持ちください。参加票は同係で配布
しているほか、新宿区ホームページか
ら取り出せます。

　清掃用具（軍手・ごみ袋・ごみバサミ）は貸し出します。参加者には記念品を差
し上げます（数に限りあり）。

①ささえーる歌声広場
【日時・定員】12月24日㈫午前10時～
11時30分（20名）
②ウオーキング講座
【日時・定員】12月24日㈫午前10時～
12時（20名）
③パソコン講座
【日時・定員】12月27日㈮午後1時30分
～3時（5名）
【内容】ワードでポチ袋作り
④ストレッチ3B体操
【日時・定員】12月27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
⑤無理なくできるバランスごはん
【日時・定員】12月17日㈫午前10時～
午後0時30分（6名）

⑥昼食を作って食べよう
【日時・定員】12月20日㈮午前9時30分
～午後0時30分（6名）
⑦男のおつまみ講座（男性対象）
【日時・定員】12月26日㈭午後2時～4
時30分（6名）
………＜①～⑦共通＞………

【対象】区内在住の方
【会場・申込み】12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・日曜日を除く午前
9時~午後6時）・㋫（3353）6640へ。応
募者多数の場合は抽選。
※⑤～⑦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。

ささえーる 薬王寺の催し

新宿年末クリーン大作戦

12月20日㈮午前7時30分～8時30分

新宿駅周辺の
清掃活動にご参加を

文豪・夏目漱石が
生まれ育ったまち新宿

漱石山房記念館
の催し

【所在地】【所在地】【所在地】【所在地】【所在地】【所在地】

早稲田南町早稲田南町早稲田南町早稲田南町早稲田南町早稲田南町早稲田南町7777777

　漱石没後、門下生らが毎月、漱石の月命日の9日に漱石山房で開いていた
九日会にちなんで講演会を開催し、漱石とその弟子たちの情報を発信して
いきます。

九日会 講演「子孫が語る漱石の弟子たち」

令和令和令和22年年11月月99日㈭午後日㈭午後日㈭午後日㈭午後日㈭午後日㈭午後22時～時～時～44時時

※所得金額は、所得税法上に基づく給与所得
控除後または必要経費控除後の前年中の所得
金額です。計算方法は「募集案内」をご覧くだ
さい。
※家族数には申込者本人を含みます。家族数
が4人以上の場合は、1人に付き38万円を加算
してください。

所得基準表
家族数 年間所得金額
2人 227万6,000円～1,206万8,000円
3人 265万6,000円～1,244万8,000円

　小学生～高校生が描いた「明るい選挙啓発ポスター
コンクール」の区入選と佳作の作品（会場の①③は区入
選作品のみ、②④⑤は区入選と佳作）を展示します。
【問合せ】区選挙管理委員会事務局（第1分庁舎3階）
☎（5273）3740・㋫（5273）5230へ。

【講師】▶秋山夏子（文学者・小宮豊
隆五女）、▶鈴木潤吉（作家・鈴木
三重吉の孫）、▶松根敦子（俳人・
松根東洋城の姪）
【申込み】はがきかファックス（2面
記入例のほか希望人数（応募者含め
2名まで。小学生までは保護者同伴）

を記入）で12月9日（必着）までに文
化観光課文化資源係（〒160-8484
歌舞伎町1―5―1、第1分庁舎6階）
☎（5273）4126・㋫（3209）1500
へ。定員70名。応募者多数の場合は
抽選し、結果は12月17日㈫以降に
応募者全員に発送します。

子育て住宅の
入居者を募集します

月額使用料14万～17万円
礼金・手数料・再契約料不要

エアコン（※）・温水洗浄トイレ設置
※2基まで。住戸の仕様により設置できな
い場合があります。

募集案内の配布は12月2日㈪～10日㈫

　熊本地震からの復興支援の感謝をお伝えする
ため、熊本城をモチーフとした竹あかりなどを展
示します。熊本と新宿区の絆を縁として灯される
幻想的な光をお楽し
みください。
【共催】新宿区
【問合せ】熊本県知
事公室広報グルー
プ☎096（333）
2027へ。

121212月月33日㈫～日㈫～日㈫～日㈫～272727日㈮午後日㈮午後日㈮午後日㈮午後日㈮午後44時時303030分～分～分～88時時

竹あかりが記念館を彩ります

昨年の様子
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