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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

令和2年（2020年）6月5日発行

【問合せ】
危機管理課危機管理係
（〒160
-8484歌 舞 伎 町1―4―1、本 庁 舎4階 ）
☎（5273）
4592・㋫（3209）
4069へ。

災害から命を守るためにご利用ください
住 宅 用 家 具 転 倒 防 止 器 具 取り付け事 業
専門業者をご自宅に派遣し、設置場所に適した家具転倒防止器具の取り付け方法を相談の
上、無料で取り付けます。

器具の種類と家具転倒防止効果

転倒防止板

ベルト式金具・
L字型金具

つっぱり棒

区内全域が助成対象になりました

感震ブレーカー設置助成事業
感震ブレーカー
（右図）は、震度5強以
上の揺 れ を 感 知 し た 場 合 に、ブ レ ー
カーやコンセント等への電気供給を自
動で止める、
電気火災対策の器具です。
▲分電盤タイプ
【助成件数】80件（1住宅に付き1回）
【申請期間】3年3月1日㈪まで
【助成対象者・対象製品・助成額】下表のとおり
※賃貸マンション・アパートの賃借人は対象になりません。
※3年3月31日㈬までに、
設置工事を完了し請求書を提出する
必要があります。
対象者

【対象】
区内在住の方
【申込み】所定の申請書を郵送・ファックスまたは直
【対象となる家具】
たんす、
戸棚・棚類、
冷蔵 接、危機管理課危機管理係へ。申請書は危機管理課・
庫、
テレビ
（住宅部分にある家具で、
区の指 特別出張所で配布しているほか、新宿区ホームペー
定器具で取り付け可能なものに限る）
ジから取り出せます。後日、訪問日等を調整するた
【費用】器具の購入費用、天井や壁等に め、業者から電話連絡をします。
補助工事が必要な場合の費用は利用者
負担
生活保護を受給している世帯の方・
※家具転倒防止器具は、区が派遣する
災害時要援護者名簿に登録している方へ
取り付け業者からも購入できます（下
器具の購入費用が5点まで無料です
（1回のみ）
。
記参照）
。

令和2年度に取り付け業者から
購入する場合の価格
（税別）

▶ベルト式金具1,300円、
▶L字型金具
700円、▶つっぱり棒
（小）4,600円、▶つ
っぱり棒
（大）4,900円、▶転倒防止板
1,000円

名簿は、
災害時の避難等に支援が必要な方を事前

に把握するため、
本人の申し出により作成していま
す
（登録者から優先的に救出するための名簿ではあ
りません）
。
名簿への登録について詳しくは、
地域福

祉課福祉計画係
（本庁舎2階）
☎
（5273）
3517・㋫
（3209）
9948へ。

募集案内の配布は6月19日㈮～7月6日㈪

区営住宅・都営住宅地元割当

入

居

者

募

集

● 優遇抽選制度
【募集戸数】▶区営住宅…12戸
（区営住宅のみ）
▶都営住宅地元割当…5戸
平成23年5月以降の
「高齢者単身者向」
「障害者単
【申込資格】区内在住で住宅に困り、世帯の収入 身者向」
、
平成27年5月以降の
「シルバーピア単身者
が所得基準内
（右下表）
の方
向」
の募集で区営住宅に申し込み、
同一種別の住宅
※都営住宅地元割当で単身者の場合、上記のほ で3回以上落選した方のうち希望する方には、
1件
か、
「 都内に継続して3年以上居住しているこ の申し込みに付き抽選番号を2つ割り当てます。
と」も要件です。詳しくは、募集案内をご覧くだ
年間所得金額
家族数
一般世帯
障害者等の世帯
さい。
単身者
0～189万6,000円 0～256万8,000円
【募集案内の配布】6月19日㈮～7月6日㈪に住
2人
0～227万6,000円 0～294万8,000円
宅課、区政情報センター（本庁舎1階）、区役所第
3人
0～265万6,000円 0～332万8,000円
1分庁舎1階受付、特別出張所で配布します。6月 ※所得金額は所得税法上の所得金額をいい、給与所得控
19日㈮からは新宿区ホームページからも取り 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。
出せます。
※家族数には申込者本人を含みます。家族数が4人以上の
【申込み】
募集案内に折り込みの申込書を郵送で 場合は、1人に付き38万円を加算してください。
住宅課区立住宅管理係へ。7月7日㈫までの消印 【問合せ】住宅課区立住宅管理係（〒160-8484
があり、
7月8日㈬までに到着したものを受け付 歌舞伎町1―4―1、本庁舎7階）☎（5273）3787・
㋫（3204）2386へ。
けます。

マイナンバー通知カードの取り扱いが変更されました
法律の改正により、マイナンバー
（個人番号）
の通知カードの新規発行が終了し、すでに発行され
た通知カードの取り扱いが変更されました。
取り扱いが終了した手続き
▶通知カードの新規発行・再交付
▶通知カードの住所・氏名等記載事項変更
※出生等でマイナンバーが付番された方には
個人番号通知書を郵送します（個人番号通知
書はマイナンバーの証明書類として使用でき
ません）。
●

通知カードに代わるマイナンバー証明書類
▶マイナンバーカード（個人番号カード）
▶マイナンバーが記載された住民票の写しま
たは住民票記載事項証明書
※通知カードの住所・氏名等に変更がない場合や
正しく変更手続きをしている場合はその通知カー
ドをマイナンバー証明書類として使用できます。
●

【問合せ】戸籍住民課調整係
（本庁舎1階）
☎
（5273）4348・㋫（3209）1728へ。

対象製品

助成額
設置費用の3分の2
区内に住宅を所 分電盤タイプまたは （上限50,000円）
※住民税非課税世帯は、設置費
有している方 コンセントタイプ
用の6分の5
（上限62,000円）
区内に住宅を新
分電盤タイプ
10,000円
築する方

⃝助成申請～助成金交付の流れ
①設置器具・
費用の確認

電気工事店に、設置する器具の種類・費用を相談し、見
積書を用意
3年3月1日（必着）までに、申請書・見積書・住宅を所有
②区へ申請書を している証明書を危機管理課へ提出（郵送も可）
※申請書は同課で配布しているほか、新宿区ホーム
提出
ページから取り出せます。
③助成金交付
交付決定世帯には、区から交付決定通知書を送付
決定
交付決定通知書が届いてから工事を行い、工事完了
④設置工事・
後、報告書等を同課へ提出
報告書提出
※内容を精査後、交付額確定通知書を送付します。
必要書類と請求書を同課へ提出
⑤請求書の提出・
※請求書受理後、
おおむね1か月以内に助成金を振り込
助成金の交付
みます。

毎月8日はしんじゅく野菜の日

野菜に首ったけ !

さやごと食べられるスナップエンド
ウは、シャキッとした歯ごたえを残す
ようにゆでるのがポイントです。塩ゆ
ですると甘みが増します。
【問合せ】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。

6月のレシピ

スナップエンドウと
パプリカの卵炒め
材料
（2人分）
▶スナップエンドウ8本 ▶塩・こしょう  適宜
▶パプリカ
（赤・黄）各1/6個 ▶ごま油 適量
▶玉ねぎ1/4個 ▶鶏ガラスープの素
▶ニンニク 適量  小さじ1/2強
▶卵 2個 ▶塩 適宜
作り方
る。
4 玉ねぎがしんなりしたら、
パプリカとスナップエンドウ
を加え炒めて、鶏がらスープの
素と塩で調味する。
5 フライパンの片側に 4 を
寄せ、空いたところにごま油
を足して 2 を入れ、半熟状に
なるまで箸でかき混ぜなが
ら、フライパンの中で野菜と
卵を炒め合わせる。

1 スナップエンドウはすじを
取ってから半分に切り、さっと
塩ゆでして水気を切っておく。
パプリカはヘタと種を取り除
いてから、食べやすい大きさに
切る。玉ねぎとニンニクはス
ライスする。
2 ボールに卵を割りほぐし、
塩・こしょ う で 味 を 付 け て お
く。
3 フライパンにごま油をひ
き、ニンニクと玉ねぎを炒め

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。

