
聴覚に障害がある方で「ファックス番号のない記事」
へのお問い合わせは、しんじゅくコールのファックス
をご利用ください。

※本紙に記載の電話番号は市外局番（03）を省略しています。

★本紙は新聞折り込みでお届けしています。主な区立施設・駅・スーパー・新聞販売店などにも置いています。新聞を購読していない方には配達します。

令和3年（2021年） 第2347号

くらし    3・6面

イベント    7面

お知らせ    2・4・5面
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▶令和3年度予算案

第二次実行計画の概要
　第二次実行計画は、令和3年度～5年度までの3年間を計画期間（下表）とし
て、総合計画に示した区の施策を具体化した行財政計画です。
　社会経済情勢の変化を踏まえつつ、第一次実行計画により推進している事
業を確立・発展・再構築するとともに、総合計画の総仕上げとなる第三次実行
計画へと繋がる計画として策定しました。
また、新型コロナの影響を踏まえ、第二次実行計画に位置付ける事業につい
ては、「新たな日常」を基軸に構築し、新型コロナの感染予防・拡大防止対策を
講じて事業を実施していきます。

総合計画（10か年）
第一次実行計画（3か年）
平成30年度～令和2年度

第二次実行計画（3か年）
令和3年度～5年度

第三次実行計画（4か年）
令和6年度～9年度

暮らしやすさ1番の新宿Ⅰ Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

Ⅴ 好感度1番の
区役所

Ⅳ 健全な
区財政の確立

【 計画期間 】

新宿区第二次実行計画を

策定しました

計画（素案）へのご意見ありがとうございました

　計画の策定に当たっては、パブリック・コメント制度（意見公募）で区民
の皆さんからいただいたご意見（376件）を参考にしました。
　計画の全文と、お寄せいただいたご意見・区の考え方は、企画政策課・区
政情報課（本庁舎3階）・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。ま
た、計画の全文を掲載した冊子を区政情報センターで有償頒布します（ご
意見・区の考え方をまとめた冊子は無料）。

【計画に反映した主な意見】
　「分かりやすい記載にしてほしい」という内
容のご意見を受け、用語の説明や注釈を付け
足しました。

5つの基本政策

5つの基本政策に即して、70の計画事業を実施します（3年間の事業費は
約360億円を予定）。計画事業と各事業の事業費は2面でご案内しています。

Ⅱ 新宿の高度防災都市化と
安全安心の強化

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝⃝⃝⃝⃝

イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、イベント等の中止・変更の有無、
区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください区施設等の開館状況等は事前にご確認ください
　新型コロナの感染状況により、変更する場合があります。最新の
情報は、新宿区ホームページまたは各主催者・各施設に直接、ご確認
ください。
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区新型コロナウイルスワクチン
接種コールセンターを開設します

　ワクチンの接種方法や接種会場、接種券の発送等に関するお問い合わせに応じます。詳しくは、新宿
区ホームページ・広報新宿後号等でご案内します。
【問合せ】新型コロナウイルスワクチン接種対策室☎（3208）2222・㋫（5273）4357へ。

☎0570（012）440
☎0120（761）770

午前8時30分～午後7時（土・日曜日、祝日等を除く）

午前9時～午後9時

3月月月月1日日日㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪
ワクチンの有効性や安全性等に関する

お問い合わせは

厚生労働省の新型コロナ
ワクチンコールセンターへ

　区では、「新宿区総合計画（平成　区では、「新宿区総合計画（平成30年度～令和9年度）」に示す新宿区のめざすまちの姿年度）」に示す新宿区のめざすまちの姿
や、まちづくりの指針の実現に向けた施策を計画的に実施していくため、「新宿区第一次や、まちづくりの指針の実現に向けた施策を計画的に実施していくため、「新宿区第一次
実行計画（平成実行計画（平成30年度～令和2年度）」を策定し、事業を推進してきました。年度）」を策定し、事業を推進してきました。年度）」を策定し、事業を推進してきました。
　今回は、令和　今回は、令和　今回は、令和　今回は、令和　今回は、令和　今回は、令和　今回は、令和　今回は、令和　今回は、令和3年度年度～55年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の年度に区が推進する事業をまとめた「新宿区第二次実行計画」の
概要をご案内します。概要をご案内します。概要をご案内します。概要をご案内します。概要をご案内します。概要をご案内します。概要をご案内します。概要をご案内します。概要をご案内します。概要をご案内します。
【問合せ】【問合せ】【問合せ】【問合せ】【問合せ】企画政策課企画政策課企画政策課企画政策課企画政策課企画政策課企画政策課（本庁舎（本庁舎（本庁舎（本庁舎（本庁舎（本庁舎33階）☎（階）☎（階）☎（階）☎（階）☎（階）☎（527352735273）））3502350235023502・㋫㋫㋫（（（527252725272）））550055005500へ。



（2）第 2347号 …イベント …講座 令和3年（2021年）2月25日発行イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント等は中止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、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

第二次実行計画
707070707070707070の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業の計画事業

　5つの基本政策に沿って計画事業を紹介します（　5つの基本政策に沿って計画事業を紹介します（　5つの基本政策に沿って計画事業を紹介します（　5つの基本政策に沿って計画事業を紹介します（1面1面から続く）。金額は令和3年度～5年度の総事業費（概から続く）。金額は令和3年度～5年度の総事業費（概から続く）。金額は令和3年度～5年度の総事業費（概から続く）。金額は令和3年度～5年度の総事業費（概から続く）。金額は令和3年度～5年度の総事業費（概
算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい
る事業です。る事業です。る事業です。
【問合せ】【問合せ】企画政策課企画政策課企画政策課（本庁舎3階）☎（5273）3502・（本庁舎3階）☎（5273）3502・（本庁舎3階）☎（5273）3502・（本庁舎3階）☎（5273）3502・（本庁舎3階）☎（5273）3502・（本庁舎3階）☎（5273）3502・㋫㋫（5272）5500へ。（5272）5500へ。（5272）5500へ。

生涯にわたり心身ともに健康で暮らせ
る健康寿命の延伸に向けた取組の充実
▶気軽に健康づくりに取り組める環境
整備（5,784万円）
▶�高齢期の健康づくりと介護予防・フ
レイル予防の推進
（8,905万円）
▶生活習慣病の予防
（1,510万円）

住み慣れた地域で暮らし続けられる
地域包括ケアシステムの推進
▶�地域で支え合うしくみづくりの推進
（2億8,086万円）
▶介護保険サービスの基盤整備
（5億2,116万円）
▶�認知症高齢者への支援体制の充実
（1,369万円）

障害者がいきいきと暮らし続けられる
環境の整備
▶��障害者グループホームの設置促進
（225万円）
▶��区立障害者福祉施設の機能の充実
安心できる子育て環境の整備
▶��着実な保育所待機児童対策の推進
（11億9,024万円）
▶��放課後の子どもの居場所の充実
　（63億5,468万円）
▶��妊娠期から子育て期にわたる切れ目
のない支援の充実
　（2億6,770万円）
▶�児童相談所設置準備（918万円）

未来を担う子どもたちの
生きる力を伸ばす教育の充実
▶�地域協働学校（コミュニティ・スクー
ル）の充実（7,346万円）
▶�特別支援教育の推進（7億3,871万円）
▶�日本語サポート指導（1億8,860万円）
▶�不登校児童・生徒への支援（415万円）
▶学校施設の改善（1億2,258万円）
▶�ICTを活用した教育の充実
　（26億8,477万円）
▶�豊かな人間性と社会性を育む教育の
充実（2,245万円）
▶�英語キャンプの実施（1,010万円）
女性や若者が活躍できる
地域づくりの推進
▶��ワーク・ライフ・バランス（仕事と生
活の調和）の推進（2,274万円）
▶��若者の区政参加の促進（656万円）
地域の課題を共有し、ともに考え、
地域の実情に合ったまちづくりの推進
▶�町会・自治会活性化への支援
（1,491万円）
▶��多様な主体との協働の推進
（1,666万円）

地域での生活を支える取組の推進
▶�成年後見制度の利用促進
（2億8,118万円）
▶だれもが地域でいきいきと暮らせるた
めの就労支援の推進（8億8,105万円）
▶�高齢者や障害者等の住まい安定確保
（1,213万円）

新宿の高度防災都市化と
安全安心の強化

災害に強い、逃げないですむ
安全なまちづくり
▶�建築物等の耐震性強化
（12億4,255万円）
▶�木造住宅密集地域の防災性強化
（9,746万円）
▶�再開発による市街地の整備
（40億5,450万円）
▶�細街路の拡幅整備（10億8,999万円）
▶�道路の無電柱化整備（8億569万円）
▶�道路・公園の防災性の向上
（1億9,711万円）

▶まちをつなぐ橋の整備（2億27万円）
災害に強い体制づくり
▶�女性の視点を踏まえた配慮を要する
方への避難所運営体制の充実
（1,430万円）
▶�マンション防災対策の充実
（1,428万円）

暮らしやすい安全で安心なまちの実現
▶�新型インフルエンザ等対策の推進
（2,816万円）
▶�マンションの適正な維持管理及び再
生への支援（851万円）

効果的・効率的な行財政運営
▶�公民連携（民間活用）の推進
▶�効果的・効率的な業務の推進（2,525万円）
公共施設マネジメントの強化
▶区有施設等の長寿命化（14億1,598万円）
▶�区有施設のマネジメント（30億5,975万円）

行政サービスの向上
▶多様な決済手段を活用した電
子納付の推進（1,044万円）
▶行政手続のオンライン化等の
推進

健全な区財政の確立

基本政策Ⅱ

基本政策Ⅳ

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
回遊性と利便性の向上による
魅力的で歩いて楽しいまちづくり
▶新宿駅周辺地区の整備推進
（14億6,029万円）

誰もが安心して楽しめる
エンターテイメントシティの実現
▶��歌舞伎町地区のまちづくり推進
（1億7,045万円）

地域特性を活かした都市空間づくり
▶地区計画等のまちづくりルールの策定
（5,789万円）
▶景観に配慮したまちづくりの推進
（3,726万円）

誰もが自由に歩ける、
利用しやすく、わかりやすいまちづくり
▶バリアフリーの整備促進（1,121万円）
道路環境の整備
▶都市計画道路等の整備（百人町三・四
丁目地区の道路整備）（15万円）

▶�人にやさしい道路の整備
（3億7,486万円）
▶道路の環境対策（7億6,398万円）
交通環境の整備
▶自転車通行空間の整備
（2億4,694万円）
▶�駐輪場等の整備（80万円）
▶安全で快適な鉄道駅の整備促進
（1億9,006万円）

豊かなみどりの創造と
魅力ある公園等の整備
▶新宿中央公園の魅力向上
（2億7,279万円）
▶�みんなで考える身近な公園の整備
（6,906万円）
▶公園施設の計画的更新
（1億7,276万円）

▶�清潔できれいなトイレづくり
（9,631万円）

地球温暖化対策の推進
▶地球温暖化対策の推進
　（2億5,452万円）
資源循環型社会の構築
▶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
（51億1,981万円）

活力ある産業が芽吹くまちの実現
▶観光と一体となった産業振興
（7,011万円）

魅力ある商店街の活性化に向けた支援
▶大学等との連携による商店街支援
（3,024万円）

まちの歴史や記憶、文化、芸術など
多様な魅力による賑わいの創造
▶�新宿の魅力としての文化の創造と発
信（9,599万円）

▶新宿の歴史・文化の魅力向上
（6,596万円）

国際観光都市・新宿としての
魅力の向上
▶�新宿ブランドを活用した取組の推進
（5,083万円）

生涯にわたり学習・スポーツ活動など
を楽しむ環境の充実
▶�新中央図書館等の建設
▶�スポーツ環境の整備
（1億6,321万円）

多文化共生のまちづくりの推進
▶多文化共生のまちづくりの推進
　（1,040万円）
平和都市の推進
▶平和啓発事業の推進（3,671万円）

賑わい都市・新宿の創造基本政策Ⅲ

新宿区人口
ビジョン（改訂版）
　人口の現状分析と、
20６5年までの将来人
口推計を行い、将来展望
を示しています。
目指すべき将来の方向性
▶①若い世代が安心し
て子育てをすることが
できるまち
▶②「新宿」の強みを活
かし、誰もが住みたい、
住み続けたいと思える
まち

　令和2年度からの5か年の目標と施策をまとめ
た戦略プランで、国の総合戦略で示す政策分野を
勘案して目標を設定しています。
　基本目標1　賑わい都市・新宿を創造する
　基本目標2　地方と連携し共に発展する
　基本目標3　�子育てしやすいまちとして選ばれ

る都市をつくる
　基本目標4　�心豊かに自分らしく生きることが

できる地域社会の実現
　基本目標5　高度防災都市化と安全安心の強化
　横断的な目標1　多様な人材の活躍を推進する
　横断的な目標2　新しい時代の流れを力にする

第二期新宿区総合戦略

まち・ひと・しごと創生法

新宿区人口ビジョン（改訂版）・

第二期新宿区総合戦略を策定しました

　区では、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、区の人口の現状と将来の姿を示した「新宿区
人口ビジョン（改訂版）」と、これを踏まえて5か年の目標や施策をまとめた「第二期新宿区総
合戦略」を策定しました。策定に当たっては、総合計画・実行計画との整合性を図っています。
● ご意見ありがとうございました
　第二次実行計画（素案）とともにパブリック・コメント（意見公募）を実施し92件のご意見
をいただきました。
　「新宿区人口ビジョン（改訂版）」と「第二期新宿区総合戦略」の全文と、お寄せいただいた
ご意見・区の考え方は、企画政策課・区政情報課（本庁舎3階）・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。
また、全文を掲載した冊子を区政情報センターで有償頒布します（ご意見・区の考え方をま
とめた冊子は無料）。

◆ 新宿区人口ビジョン（改訂版）
　「人口ビジョンと総合戦略との関係を分かりやすく記述し
てほしい」との趣旨のご意見を受け、記述を修正しました。
◆ 第二期新宿区総合戦略
　「国の長期ビジョン、総合戦略と、地方の人口ビジョン、総合
戦略との関係が分かる図表を記載してほしい」との趣旨のご
意見を受け、表を追加しました。

【共通の意見・反映内容】

　「分かりやすい記載にし
てほしい」という内容のご
意見を受け、用語の注釈
を入れるなど、分かりやす
い表記に修正しました。

パブリック・コメント（意見公募）でいただいた主な意見と反映内容
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創業スクール 

「プラクティス・フィールズ」 

●産業競争力強化法に規定する
　特定創業支援等事業

【日時】3月6日～27日の土曜日午後3時～
5時（6日㈯は午後2時30分から）、全4回

【対象】区内で創業を目指している方、10名
【内容】創業に必要な知識や考え方、実行
力ある事業計画書の作成方法、実務経験
者に聞く創業と経営革新の取り組み（講
師は井上友綱／Pestalozzi Technology
㈱代表取締役ほか）

【費用】2,000円（4回分、資料代等）
【会場・申込み】3月4日㈭までに電話か
ファックス・電子メール（7面記入例の
ほか、現在の仕事内容を記入）で高田馬
場創業支援センター（高田馬場1―32―
10）☎（3205）3031・㋫（3205）1007・
㋱incu@shinjuku-center.jpへ。応募者
多数の場合は、選考する場合あり。

創業セミナー（オンライン） 

●創業融資のポイントとコツ
　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用し
たセミナーです。

【日時】3月7日㈰午後2時～3時
【対象】これから創業を目指す方、個人
事業主、小規模事業者、20名

【内容】日本政策金融公庫・融資制度の
紹介、融資のポイントとコツ、事例紹介
ほか（講師は松下圭／日本政策金融公

庫新宿支店融資第二課長）
【申込み】2月27日㈯から電話かファック
ス・電子メール（7面記入例のほか、所属（会
社名・役職名等）、講師への事前質問（ある
方）、電子メールで申し込む方は電子メー
ルアドレスを記入）で高田馬場創業支援
センター☎（3205）3031・㋫（3205）1007・
㋱incu@shinjuku-center.jpへ。先着順。

勤労者の福利厚生をお任せください

● 区内の中小企業・個人商店
等の事業主の方へ

　1人に付き、入会金200円・会費月額
500円で、福利厚生サービスを利用でき
ます。従業員全員での入会が原則です。

【対象】区内に事業所がある従業員数300
名以下の中小企業等の従業員・事業主

【内容】▶遊園地・フィットネスクラブ
等の利用補助、▶演劇・展覧会の鑑賞
券・スポーツ観戦券、レストラン等の食
事券の割引販売、▶宿泊補助、▶健康診
断・人間ドックの割引や利用補助、▶祝
金・見舞金・弔慰金等の給付ほか

【問合せ】ぱる新宿☎（3208）2311へ。

エコギャラリー新宿３月の展示 

　展示時間はお問い合わせください。
●区民ギャラリー（午前10時～午後6時）

【日程・内容】▶18日㈭～21日㈰…第8
回新宿みんなのアート展（絵画・書・写
真・手芸）、▶25日㈭～28日㈰…パラ
アートスクール生徒作品展「遊～夢」

（絵画・書・漫画）
【会場・問合せ】エコギャラリー新宿（西
新宿2—11—4）☎（3348）6277へ。

ボランティア交流会（オンライン） 

●活躍の場が待っている！！
　地域で見つける充実セカンドライフ
　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用し
た講座です。Zoomを利用できない方
は、区社会福祉協議会（高田馬場1―17
―20）で受講できます。

【日時】3月22日㈪午後1時30分～3時
30分

【 対 象 】定 年 退 職 前 後 の 方 ほ か、①
Zoom利用…100名、②区社会福祉協
議会で受講…10名

【内容】定年後の生き方や地域での活躍
の場の見つけ方（講師は松本すみ子／
シニアライフアドバイザー）

【申込み】電話かファックス・電子メー
ル（7面記入例のほか受講方法（①②の
別）、①の方は電子メールアドレスを記
入）で、3月12日㈮までに区社会福祉協
議会☎（5273）9191・㋫（5273）3082・
㋱shinjuku-vc@shinjuku-shakyo.jp
へ。応募者多数の場合は抽選し、落選し
た方にのみ連絡します。後日、希望者限
定で動画配信します。希望する方はお
問い合わせください。

介護者家族会 

　高齢のご家族を介護
している方、介護してい
た方同士が、介護の悩み
を語り合い、情報交換する場です。当日

直接、会場へおいでください（入退場自
由）。

【3月の日時・会場】▶四谷の会…4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…23日㈫午後
1時～3時／牛込簞笥地域センター

（簞笥町15）、▶わきあいあい…10日
㈬午後1時30分～3時30分／若松地
域センター（若松町12―6）、▶大久
保・あった会…9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…
27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…19日㈮午後1時30
分～3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。

通所型住民主体サービス事業を

行う団体に補助金を交付します

●高齢者の介護予防・健康づくり活動
を行う団体を支援

　令和3年度に、住民主体で地域の介
護予防に資する活動を週1回1時間以
上行う団体に補助金を交付します。詳
しくは、お問い合わせください。

【申請期間】3月18日㈭まで
【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。

● 4月～6月の教室参加者を募集
【日程・会場・内容等】下表のとおり。時
間の午前は10時～11時30分、午後は
2時～3時30分。各全9回（祝日を除く）

【対象】区内在住の65歳以上。健康状態
により参加をお断りする場合がありま
す（介護保険の「要支援」「要介護」認定
を受けている方、介護予防・生活支援
サービス事業の対象の方は参加不可）。

【費用】1回100円

【申込み】はがき（1人1枚）に7面記入例
のほか生年月日・希望教室の受付番号

（第2希望まで希望順）を記入し、3月3日
㈬（消印有効）までに地域包括ケア推進
課介護予防係（〒160-8484歌舞伎町1
―4―1、本庁舎2階）☎（5273）4568へ。
応募者多数の場合は、令和2年度に参加
していない方を優先して抽選し、結果を
3月9日㈫ころお知らせします。同時期に
下表の複数の教室には参加できません。

教室名・内容 受付
番号 会場 曜日・時間 定員

脳はつらつ教室
認知症の予防
（認知症と診断された方を除く）

1 早稲田南町地域交流館（早稲田南町50） 火曜・午後 7名
2 高齢者いこいの家清風園（中落合1―7―2６）水曜・午前 7名

シニアバランス
トレーニング教室
座って行う運動を中心に、上半
身を鍛えて動ける体づくり

3 北新宿地域交流館（北新宿2―3―7） 月曜・午前 10名
4 高田馬場シニア活動館（高田馬場3―3９―2９）火曜・午前 10名

5 上落合地域交流館（上落合2―2８―８） 木曜・午前 10名
６ 高田馬場地域交流館（高田馬場1―4―17）金曜・午前 10名

シニアスポーツ
チャレンジ教室
立って行う運動を取り入れ
下半身の筋力を鍛えて
転倒予防

7 細工町高齢者在宅サービスセンター
（細工町1―3）

月曜・午前 7名
８ 木曜・午前 7名

９ 中落合高齢者在宅サービスセンター
（中落合1―7―1） 火曜・午前 7名

10 東五軒町地域交流館（東五軒町5―24） 火曜・午前 10名
11 西新宿シニア活動館（西新宿4―８―35） 金曜・午前 10名
12 戸山シニア活動館（戸山2―27―2） 金曜・午前 15名

元気な高齢者向け介護予防教室

　警察官を装い「至急、警察署に来てください。あなたのキャッシュ
カードが不正に使用されてます」といった内容のアポ電が増加してい
ます。その後、「現在お手持ちのカードは警察官が回収します」などと
言い、直接自宅に来てカードや通帳を騙し取ろうとします。この手口
は、警察署に行かなければならないと慌てさせ、落ち着いて物事を判
断させなくすることが犯人の狙いです。
　警察官が直接カードや通帳を預かりに行くことはありません。少し
でも疑問や不安を感じた場合には、一旦電話を切って警察署の電話番
号に連絡して、該当する警察官の在籍確認をするようにしてくださ
い。そのほかお困りの場合は、区危機管理課もご活用ください

一言アドバイス

止防害被欺詐
「警察署に来てください」という電話にご注意を！

【警察署代表電話】▶牛込☎（3269）0110、
▶ 新 宿 ☎（3346）0110、▶ 戸 塚 ☎（3207）
0110、▶四谷☎（3357）0110

【問合せ】区危機管理課危機管理係（本庁舎4
階）☎（5273）3532へ。

特殊詐欺の主な種類 件数
オレオレ詐欺 1件
預貯金詐欺 2件
還付金詐欺 1件
架空料金請求詐欺 1件
キャッシュカード詐欺盗 1件
合計 ６件

区内の特殊詐欺被害認知件数（1月）

※区危機管理課調べ

　4月1日㈭から、明治通りより東側の区
域の駐輪施設は、民間事業者が運営しま
す。整備工事等が完了するまでの期間は、
一部を除き、暫定的に定期利用とするた
め、期間中の定期利用者を右記のとおり
募集します。
　また、暫定的な定期利用の工事期間・料
金・整備完了後の利用形態等は下表のと
おりです。詳しくは、新宿区ホームページ
でご案内しています。整備工事期間中
は、ご理解・ご協力をお願いします。

●暫定的な定期利用の申し込み方法
　所定の申請書を郵送で提出してくだ
さい。申請書は各駐輪施設で配布して
いるほか、新宿区ホームページから取
り出せます。

【募集期間】3月10日㈬（消印有効）まで
【郵送先・問合せ】サイカパーキング㈱
（〒103-0016中央区日本橋小網町7―2、
ぺんてるビル7階）☎0120（773）281へ。

【区の担当課】交通対策課自転車対策係
（本庁舎7階）☎（5273）4144

明治通りより東側の区域の駐輪施設

対象駅
★は4月から無人の施設になります

暫定定期利用 整備完了後の
利用形態期　間 料　金

曙橋駅★ 1年定期（4月~3月） 12,６00円 定期利用・時間利用
飯田橋駅 ABCD区画 1年定期（4月~3月） 12,６00円 定期利用

E区画 半年定期（4月~９月） ６,300円 時間利用
市ヶ谷駅 ABC区画 半年定期（4月~９月） ６,300円 時間利用

D区画 3か月定期（4月~６月） 3,150円 時間利用
牛込神楽坂駅 自転車等駐輪場 1年定期（4月~3月） 12,６00円 定期利用・時間利用

自転車等整理区画 半年定期（4月~９月） ６,300円 時間利用
牛込柳町駅 1年定期（4月~3月） 12,６00円 定期利用・時間利用神楽坂駅★
国立競技場駅

半年定期（4月~９月） ６,300円 時間利用都電早稲田駅
四谷三丁目駅
若松河田駅 1年定期（4月~3月） 12,６00円 定期利用・時間利用

4月からの整備工事等期間中の定期利用者を募集します

※信濃町駅・新宿御苑前駅は、仮設駐輪場となるため無料ですが、登録制のため申請が必要です。
※早稲田駅は、工事期間が短いため工事期間中（2か月）は無料でご利用できます。
※新宿三丁目駅・四ツ谷駅は、時間利用となります。
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イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント等は中止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、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

…イベント …講座

　3年度の当初予算案は、「不透明な財政環境の中、『新たな日常』を基軸とする第二次実行計画を始動さ
せ、現下の区政課題の解決に向け挑戦する予算」と位置付け、編成しました。一般会計は1,576億7,149万6
千円で、前年度に比べ36億9,515万4千円、2.4％の増となりました。特別会計を合わせた予算規模は
2,266億2,700万3千円となっています。
　今回は、予算案のうち会計別当初予算案、一般会計歳入・歳出予算の内訳のほか、3年度に実施する第二次
実行計画事業について、予算の内訳と予算見積もりの査定結果をお知らせします。予算案は、現在開会中の
3年第1回区議会定例会で審議されます。

【問合せ】財政課（本庁舎3階）☎（5273）4049へ。

「令和3年度予算（案）の

概要」を作成しました

　予算案のあらましや、主要施策の概
要等を掲載しています。
財政課、区政情報セン
ター（本庁舎1階）等
で 配 布 し て い る ほ
か、新 宿 区 ホ ー ム
ページでご覧いた
だけます。

（△は減）
会計区分 3年度予算額 増減額（2年度比） 増減率

一般会計 1，57６億7，14９万６千円 3６億９，515万4千円 2．4％
国民健康保険特別会計 353億８7９万９千円 △12億5，31９万5千円 △3．4％
介護保険特別会計 2６1億4，1８0万９千円 △5億2，002万7千円 △2．0％
後期高齢者医療特別会計 75億4８９万９千円 △5，８51万4千円 △0．８％

合　計 2，2６６億2，700万3千円 1８億６，341万８千円 0．８％

3年度会計別当初予算案

（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）

　第二次実行計画は、総合計画の5つの基本政策に基づき、令和3年度～5年度に計画的・優先
的に推進する事業をまとめたものです（１・2面参照）。3年度は、一般会計歳出予算（左円グラフ
下）の各経費のうち141億9,784万1千円、特別会計歳出予算の各経費のうち7,781万2千円、合
計142億7,565万3千円が第二次実行計画事業に充てられます。
　また、広報新宿令和2年11月25日号4面に掲載した第二次実行計画（令和3年度～5年度）で
取り組む事業の一部の3年度予算見積もりについて、予算案の金額と調整内容をお知らせし
ます。

第二次実行計画事業

3年度の内訳
（１42億7,565万3千円）

一般会計歳入予算の内訳

総額
1,576億
7,149万
6千円

特
定
財
源

一般
財
源

特別区税
470億9,501万5千円

（29.9％） 

特別区交付金
253億8,900万円

（16.1％）

特別区民税
429億9,124万9千円

（27.3％）

地方消費税交付金
120億5,587万6千円

（7.6％） 

財政調整基金繰入金
82億1,911万4千円

（5.2％）

その他一般財源
53億6,612万7千円

（3.4％）

国庫支出金
303億847万8千円

（19.2％）

都支出金
127億6,358万3千円

（8.1％）

使用料及び手数料
44億3,025万1千円

（2.8％）

繰入金（※財政調整基金繰入金除く）
54億3,425万2千円

（3.5％）

その他特定財源
66億980万円

（4.2％）

軽自動車税
1億658万7千円

（0.1％）

入湯税
1,799万7千円

（0.0％）

特別区たばこ税
39億7,918万円2千円

（2.5％）

一般会計歳出予算の内訳

★は区民１人当たりの歳出額45万6,713円（１月１日
現在の新宿区の人口34万5,231人から算出）の内訳

総額
1,576億
7,149万
6千円

議会費
7億6,848万6千円
（0.5%）★2,226円

予備費
3億円
（0.2%）★869円

総務費
122億3,574万円
（7.8%）★3万5,442円
地域振興費
78億7,998万9千円
（5.0%）★2万2,825円

文化観光産業費
44億554万7千円
（2.8%）★1万2,761円

土木費
121億3,286万2千円
（7.7%）
★3万5,144円

教育費
124億6,530万3千円
（7.9%）★3万6,107円

公債費
27億244万1千円
（1.7%）★7,828円

諸支出金
36億1,487万8千円
（2.3%）★1万471円

子ども家庭費
327億3,006万5千円
（20.7%）★9万4,806円

福祉費
449億4,298万円
（28.5%）
★13万183円

健康費
151億3,205万2千円
（9.6%）★4万3,832円

環境清掃費
83億6,115万3千円
（5.3%）★2万4,219円

構成比の合計が100になる
ように端数処理しています。 ★は区民１人当たりの歳出額44万1,887円（１月１日

現在の新宿区の人口34万8,452人から算出）の内訳

総額
1,539億
7,634万
2千円

総額
1,539億
7,634万
2千円

議会費
7億6,663万6千円

（0.5%）★2,200円

予備費
1億5,000万円

（0.1%）★430円

総務費
110億7,362万3千円

（7.2%）★3万1,779円
地域振興費
87億810万3千円

（5.7%）★2万4,991円

文化観光産業費
35億770万8千円

（2.3%）★1万67円
土木費
125億238万3千円

（8.1%）
★3万5,880円

教育費
117億8,930万2千円

（7.7%）★3万3,833円

公債費
23億3,559万2千円

（1.5%）★6,703円

諸支出金
35億9,134万7千円

（2.3%）★1万307円

特別区税
493億2,986万5千円

（32.0％） 

特別区交付金
263億6,900万円

（17.1％）

特別区民税
444億8,536万9千円

（28.9％）

地方消費税交付金
131億6,354万7千円

（8.6％） 

財政調整基金繰入金
38億8,099万9千円

（2.5％）

その他一般財源
49億6,262万9千円

（3.3％）

国庫支出金
293億8,447万8千円

（19.1％）

都支出金
134億573万7千円

（8.7％）

使用料及び手数料
45億3,648万7千円

（3.0％）

繰入金（※財政調整基金繰入金除く）
15億7,683万7千円

（1.0％）

その他特定財源
73億6,676万3千円

（4.7％）

軽自動車税
1億1,029万4千円

（0.1％）

入湯税
6,110万2千円

（0.0％）

特別区たばこ税
46億7,310万円

（3.0％）

子ども家庭費
326億8,052万円

（21.2%）★9万3,788円

福祉費
444億6,474万4千円

（28.9%）
★12万7,606円

健康費
143億8,256万3千円

（9.3%）★4万1,276円

環境清掃費
80億2,382万1千円

（5.2%）★2万3,027円

事業名 見積額 予算額 調整額・内容

新宿駅周辺地区の整備推進 7９7，８1６ ８12，９９９ 事業スケジュールの見直し等による増額� 15，1８3
安全で快適な鉄道駅の

整備促進
1９0，020 1９0，020 見積もりどおり

新宿中央公園の魅力向上 ９８，05８ ９８，02８ 工事費の精査による減額△30

地球温暖化対策の推進 ８６，８６６ ８5，421

「新宿の森」自然体験の休止に
よる減額� △2，4８６
環境対策講座の追加による
増額� 1，041

大学等との連携による

商店街支援
10，0８0 10，0８0 見積もりどおり

新宿の歴史・文化の魅力向上 23，15６ 22，274 事務費等の精査による減額△８８2

事業名 見積額 予算額 調整額・内容

建築物等の耐震性強化 471，333 4９0，８32
特定緊急輸送道路沿道建築物
の耐震改修工事費補助件数の
増等による増額� 1９，4９９

道路の無電柱化整備 114，513 114，513 見積もりどおり
道路・公園の防災性の向上 7６，８73 7６，８71 事務費の精査による減額�△2
マンション防災対策の充実 4，7６0 4，7６0 見積もりどおり

（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）

事業名・内容 見積額 予算額 調整額・内容
気軽に健康づくりに取り組め

る環境整備
22，402 1８，222 健康ポイント事業委託料等の精査による減額� △4，1８0

高齢期の健康づくりと介護予

防・フレイル予防の推進
2６，2８1 2６，2６８ 事務費の精査による減額△13

地域で支え合うしくみづくり

の推進
８3，８44 ８６，035

地域交流スペース（中落合高
齢者在宅サービスセンター
内）開設準備経費の増額

2，1９1
着実な保育所待機児童対策の

推進
25８，222 71６，05９ 私立保育所2か所の追加整備等による増額� 457，８37

地域協働学校（コミュニティ・

スクール）の充実
25，055 24，4８5 事務費の精査による減額△570

豊かな人間性と社会性を育む

教育の充実
23，505 22，450 教材の印刷経費等の精査による減額� △1，055

若者の区政参加の促進 3，4８６ 2，1８８ しんじゅく若者意識調査の見直しによる減額� △1，2９８
町会・自治会活性化への支援 4，９71 4，９71 見積もりどおり

暮らしやすさ1番の新宿

新宿の高度防災都市化と

安全安心の強化

賑わい都市・新宿の創造

健全な区財政の確立

好感度1番の区役所

「地方創生の推進」と「税源偏在
是正」の名のもと、法人住民税の一
部国税化や地方消費税の清算基準
の見直し、ふるさと納税等の不合
理な税制改正により、特別区の貴
重な税源は一方的に奪われていま
す。
　こうした不合理な税制改正によ
る特別区全体の影響額は2,500億
円に迫る勢いで、特別区における

人口70万人程度の財政規模に相
当する額です。

地方税を国税化して再配分する
手法は、応益負担や負担分任とい
う地方税の本旨を無視したもので
す。本来、地方財源の不足や地域間
の税収等の格差は、国の責任で地
方交付税財源の法定率を引き上
げ、調整するべきです。

特別区は、持続的な都市の発展
のために取り組むべき喫緊の課題
や将来的な課題が山積していま
す。
　こうした中、新型コロナ対策で
は全国で最も多くの感染者を抱
え、感染拡大防止対策や中小企業・
医療機関への支援策、生活保護費
など、膨大な財政需要が生じてい
ます。

不合理な税制改正の影響に、新
型コロナの影響による景気後退

が重なり、今後、地方交付税の不
交付団体である特別区は大幅な
減収局面を迎えます。こうした状
況の中、備えとしての基金残高や
税収の多寡という側面にのみ焦
点を当てて、あたかも財源に余裕
があるとする議論は容認できま
せん。
　今こそ、国の責任において各地
域を支える地方税財源の充実強化
を図り、日本全体の持続可能な発
展を目指すべきです。

目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張

⃝所得税及び復興特別所得税
　…4月１5日㈭まで

⃝贈与税…4月１5日㈭まで
⃝個人事業者の消費税及び
　地方消費税…4月１5日㈭まで

贈与税…4月

確定申告確定申告確定申告確定申告確定申告が始まりました

◆医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控
　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です

　申告について詳しくは、国税庁ホームページ（㋭https://www.nta.go.jp/）でご案内しています。
【問合せ】▶新宿税務署（〒169―8561北新宿1―19―3）☎（6757）7776、▶四谷税務署（〒160―8530四
谷三栄町7―7）☎（3359）4451へ。
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　「医療費控除の明細書」は国税庁
ホームページからダウンロードでき
ます。
※領収書では医療費控除は受けられ
ません（領収書は5年間保存が必要で
す。税務署から求められた際は、提示
または提出しなければなりません）。
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にせ税理士にご注意を
　税理士は税理士証票を携行し、税理士
バッジを着用しています。税理士をかた
る不審な人物には、十分ご注意ください。

申告
期限

4月１日から始まります

　ふるさと納税制度による寄附金が区政や地域社会に有意義に活用されるよう、地域社会に貢
献する公益的活動を行う区内の団体を指定して、区へ寄附できる新たな寄附金として「ふるさと
新宿区わがまち応援寄附金」の受け入れを開始します。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）☎（5273）3505へ。

◆ふるさと新宿区わがまち応援寄附金
区内在住・在外を問わず、支援したい区内の団体（下記支援対象団体）を選んで区へ寄附できます。

　寄附金額のうち、7割（上限）は寄附者が支援したい団体へ「支援金」として交付し、3割は区政
全般へ活用します。
※団体に支援金の交付ができなかった場合も、寄附金は寄附者に返還せず、全額を区政全般に活
用させていただきます。

◆寄附の方法
下記から納付方法を選択。

▶納付書での寄附（右図参照）
▶現金での寄附（総務係で受け付け）

◆税金の寄附金控除
　寄附金額から2,000円を除いた額（個人ごとに上限あり）を確定申告することで、所得税・住民
税の控除が受けられます。
※寄附金控除には、原則として区の寄附証明書による確定申告が必要です。給与所得者等の一定
の要件に該当する方は、ワンストップ特例制度（確定申告不要）が利用できます。

ふるさと新宿区
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※寄附金申込書は、新宿区ホームページ
から取り出せます。郵送での取り寄せを
希望する方は総務係へお電話ください。

◎支援対象団体…公益財団法人・社団法人、学校法人、認定NPO法人等、東京都条例指定寄附金
の対象団体で、主たる事務所・事業所の住所が新宿区内の団体。詳しくは、新宿区ホームページで
ご案内しています。
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88１１万4千円 万4千円 万4千円 万4千円 万4千円 

（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）

確定申告のの注意点注意点注意点注意点

令令和和3年度年度年度

予算案をを

　　　　　　お知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせします

財政課、区政情報セン
ター（本庁舎1階）等
で 配 布 し て い る ほ
か、新 宿 区 ホ ー ム

令和3年度予算（案）の概要

令和3年2月
新 宿 区

一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源　新型コロナの動向を見極めながら、「区民の命と暮らしを守る対応」と「地域経
済の回復に向けた対応」について、引き続き社会経済情勢に応じて機動的に取り
組んでいきます。
◆感染防止対策　１2億8,333万2千円

【主な事業】▶検査体制の充実（4億5,459万8千円）、▶保健所の機能強化（1億6,350万
1千円）、▶医療費公費負担（1億5,400万2千円）、▶移送体制の確保（3,911万6千円）
◆経済対策　9億5万2千円

【主な事業】▶商工業緊急資金利子補給（3億5,477万9千円）、▶貸付信用保証料補
助（1億4,887万円）、▶店舗等家賃減額助成（1億4,598万3千円）
◆区民生活支援　3億１,968万円

【主な事業】▶住居確保給付金（2億8,780万2千円）、▶高齢者緊急ショートステイ事業
（1,028万7千円）、▶緊急保護居室確保等（障害者緊急ショートステイ／939万2千円）

新型コロナ対策　25億306万4千円（特別会計を含む）

寄附者
①寄附金申込書（※）を提出
②（①が区に到着後）寄附者へ納付書を
送付
③ 納付書で金融機関等から寄附金を納
付（手数料無料）
④納付確認後、寄附金受領証明書を送付

⬆

⬆

①③

②④

納付書での寄附

新宿区

基本政策Ⅰ

基本政策Ⅱ

基本政策Ⅲ

基本政策Ⅳ

基本政策Ⅴ

一般財源：98１億2,5１3万2千円（62.2％）
特定財源：595億4,636万4千円（37.8％）

※税務署内に申告書作成会場はありません。
※作成済みの申告書等は、郵送で所轄の税務署へ提出して
ください。

⃝入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です
混雑回避のため、当日午前８時30分から会
場で整理券を配布します。また、LⅠNEアプリ
で国税庁LⅠNE公式アカウント（国税庁ホー
ムページ内。右図二次元コード）を「友だち追
加」することで、事前に日時指定の整理券を入手できま
す。整理券の配布状況により、早めに受け付けを終了する
場合があります。詳しくは、国税庁ホームページでご案内
しています。

申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を
　　　　　　　　　ルミネゼロ（NEWoMan５階）に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中

【開設期間】3月１5日㈪まで（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　※2月28日㈰は開場します。

【受付時間】午前8時30分～午後4時
 　　　　　（相談は午前9時１5分から）

【所在地】渋谷区千駄ヶ谷5―24―55、NEWoMan5階
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イベント等は中止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、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

【変更前】障害基礎年金等を受給している方は、その額が児童扶養手当の額を上
回る場合、児童扶養手当を受給できない

【変更後】3月分（5月支給分）以降、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加
算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できる（下図）

障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ

令和3年3月分から児童扶養手当が変わります
　障害基礎年金等を受給している方の受給の範囲や認定のための所得の範囲が
変わります。詳しくは、お問い合わせください。
【問合せ】子ども家庭課育成支援係（本庁舎2階）☎（5273）4558・㋫（3209）1145へ。

本体部分

子の加算部分
差額を支給（※）

子の加算部分と同額分は支給の対象外

障害基礎年金等 児童扶養手当として受給できる分

　令和3年3月分（5月支給分）以降は、障害基礎年金等を受給している児童扶養
手当受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等（障害年金・遺
族年金・労災年金・遺族補償など）が含まれます。

⃝定期接種（無料）
予防接種名 接種回数 対象

ヒブ 1～4回
※接種開始
時期により
異なる

生後2か月～5歳未満
小児用肺炎球菌

Ｂ型肝炎 ★1 3回 1歳未満（標準接種期間は生後2か月～9か月未満）

ロタウイルス ★2 （1価）2回
（5価）3回

令和2年8月1日以降生まれで、
▶1価…出生6週0日後～24週0日後
▶5価…出生6週0日後～32週0日後

DPT-IDPT-IDPT- PV(ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ4種混合) 4回 生後3か月～7歳6か月未満

BCG（結核） 1回 1歳未満（標準接種期間は生後5か月～8か月未満）

MR（麻しん・風しん混合）第1期 1回 1歳～2歳未満（2歳の誕生日の前日まで）

MR（麻しん・風しん混合）第2期 1回
保育園・幼稚園・子ども園等の年長児相当年齢
(平成26年4月2日～27年4月1日生まれ)
※年長児の接種期限は3月31日㈬までです。

水痘（水ぼうそう） 2回 1歳～3歳未満

日本脳炎　第1期 ★3 3回 生後6か月～7歳6か月未満（標準接種期間は3歳から）

日本脳炎　第2期 ★3 1回 9歳～13歳未満（標準接種期間は9歳～10歳未満）
DT(ジフテリア・破傷風2DT(ジフテリア・破傷風2DT(ジフテリア・破傷風 種混合） 1回 11歳～13歳未満（標準接種期間は11歳～12歳未満）
HPV（ヒトパピローマウイルス
感染症） 3回 小学6年生～高校1年生相当年齢の女子

（標準接種期間は中学1年生）
IPV（不活化ポリオ） ★4 4回 生後3か月～7歳6か月未満

令和2年度に区が実施している子どもの予防接種お子さんを病気から守るには、予防接種で免疫を獲得することが大
切です。右表・右下表を参考に、母子健康手帳でお子さんの接種状況を
確認しましょう。
　接種対象年齢の方には、「予防接種予診票」を郵送しています
（HPV・IPVを除く）。予診票を区の指定医療機関にお持ちになると、定
期接種は無料で、任意接種は一定の自己負担で受けられます。予診票
がお手元にない方は、お問い合わせください。
※生活保護を受けている世帯の方等は、任意接種の自己負担免除の
制度があります。事前に保健予防課へお問い合わせください。
【問合せ】保健予防課予防係（第2分庁舎分館1階）☎（5273）3859・
㋫（5273）3820へ。

● 1歳児・年長児はMR（麻しん・風しん混合）の定期接種を忘れずに
　麻しん（はしか）は非常に強い感染力を持っています。発病すると
高熱が続き、時には重い後遺症が残る重大な感染症です。予防には予
防接種が有効ですが、効果を持続させるためには1歳時の接種（第1
期）に加え、年長児相当年齢での2回目の接種（第2期）が大切です（右
表）。定期接種の対象で、MR（麻しん・風しん混合）の接種を受けてい
ないお子さんは、早めに接種しましょう。
※2歳～18歳で定期接種未接種の方は、自己負担なしで未接種回数
分を接種できます（右下表）。

3月1日～7日は子ども予防接種週間

4月からの入園・入学に備え必要な予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種を受けましょう

★1　母子感染予防として、健康保険でＢ型肝炎ワクチンを受けたお子さんは定期接種の対象外です。
★2　令和2年10月から定期接種になりました。
★3　平成7年4月2日～19年4月1日生まれで接種が完了していない方は、20歳になるまでの間、不足分を無
料で接種できます。また、平成19年4月2日～21年10月1日生まれで7歳6か月までに第1期の接種が完了して
いない方は、9歳～13歳未満の間、第1期不足分を無料で接種できます。希望する方は、お問い合わせください。
★4　平成24年8月以降生まれは原則DPT-IPVで接種します。接種を希望する方は、お問い合わせください。
⃝任意接種

予防接種名 助成回数 対象

おたふくかぜ 1回 1歳～小学校就学前（6歳に達する日以後の最初の3月31日まで）
【自己負担】1回3,000円

MR（麻しん・
風しん混合）

最大2回
（未接種回数分）

2歳～18歳で定期接種未接種の方（定期接種対象者を除く）
【自己負担】なし

　子宮頸がんの現状やHPVワクチンの効果・リスクなどを掲載しています。保健予
防課、保健センターで配布しているほか、新宿区ホームページでもご覧いただけま
す。接種を希望する方は、同課へお申し込みください（同ワクチンは、平成25年4月1
日から予防接種法に基づく定期予防接種として実施していますが、同年6月14日の
厚生労働省の通知を受け、区では積極的な接種勧奨を差し控えています）。

■ 最優秀賞

【全ての人にパーソナル

カウンセラーを。】
　うつ病予防に有効とされて
いるカウンセリングをより
身近にするための新しいシス
テムを提案し、「1家庭に1人、
長期的な専属カウンセリン
グ」等の実現を目指します。

細谷幸生さん

★希望者には、コンテストの様子を限定配信している新宿
区公式YouTubeのURLをお送りします。詳しくは、同コン
テ ス ト ホ ー ム ペ ー ジ（㋭https://www.shinjuku-sda.
com）でご案内しています（右図二次元コード）。

U35新宿ビジネスプランコンテスト

■ 優秀賞

【障害者スポーツ×企業をつなぐ！】
　社会貢献活動を行いたい企業と、障害
者スポーツを推進する団体等を繋げる
基盤をつくり、多様性のある社会を目指
します。

岡田美優さん

▲プレゼンテーションの様子

-JUMP UP!!- 優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰優れた2件のプランを表彰
　35歳以下の若者を対象に優れたビジネスプラ
ンを表彰する同コンテストで、2件のプランを表
彰しました。今後、区では受賞プランの事業化に向
けたアフターフォロー等を行うなど、区内新事業
創出のために支援していきます。
【問合せ】産業振興課産業振興係☎（3344）0701へ。

● おたふくかぜワクチン（任意接種）の予防接種を受けていない方は
　お早めに
接種期限は小学校就学前（年長児）の3月31日㈬です。

※差額の支給を受けるために、申請が必要な場合があります（下表のとおり）。

（1）児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

■ 対象者・申請月等
対　象　者 申請月・支給相当月 申　　請

①児童扶養手当受給資格者として
既に認定を受けている方(児童扶養
手当の申請が既にお済みの方等）

3月分から支給 申請の必要は
ありません

②上記①以外の方で、3月1日時点
で支給要件に該当する方

▶6月30日㈬までに申請した
方…3月分から支給
▶7月1日㈭以降に申請した
方…申請月の翌月分から支給

申請が必要です
子ども家庭課育成支
援係へお問い合わせ
ください③上記①以外の方で、3月2日以降

に支給要件に該当する方
申請月の
翌月分から支給

（2）児童扶養手当の支給制限に関する所得の範囲が変わります

◆予防接種は区の指定医療機関で実施しています
　事前に予約が必要な場合があります。予診票に同封の「医療機関名
簿」でご確認ください。新宿区ホームページでもご案内しています。

★HPV（ヒトパピローマウイルス感染症）ワクチンの
　リーフレットが新しくなりました
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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 ☎（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ https://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

☎（3209）9999 午前8時～午後10時㋫（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★

市民とNPOの交流サロン

(オンライン)

　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用
した講座です。
【日時】3月11日㈭午後6時45分～8時
45分

【内容】学習障害のある子どもへの配慮
の広がりを目指す団体「読み書き配慮」
の活動を紹介（語り手は同法人）
【問合せ】新宿NPOネットワーク協議
会事務局☎（5206）6527へ。申込方法
等詳しくは、お問い合わせください。新
宿NPO協働推進センターホームペー
ジ（㋭https://snponet.net）でもご案
内しています。

【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。
※来庁は控え、電話でのお手続きにご協力をお願いします。

6月1日～30日宿泊分

区民保養施設の利用申し込み

◎空き室予約（抽選後）
　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…3月21日㈰、▶一般予約…4月1日㈭
【休館日】グリーンヒル八ヶ岳…6月1日㈫～3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。
※利用のご案内「区民保養施設ハンドブック」は、抽選はがきとともに受付窓口・
特別出張所・生涯学習スポーツ課で配布しています。
【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

　新型コロナ感染拡大防止のため、当面の間、客室数を減らして営業します。　新型コロナ感染拡大防止のため、当面の間、客室数を減らして営業します。

◎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】3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。3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。

図書館の催し
オンライン時事講座

● 10年目のフクシマ
　忘れ去らず共に歩もう
　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用
した講座です。Zoomを利用できない
方は、鶴巻図書館（早稲田鶴巻町521）
で受講できます。
【日時・定員】3月6日㈯午後2時～3時
30分（▶Zoomを利用…100名、▶鶴
巻図書館で受講…10名）
【内容】震災から10年となる福島の現
状（講師は今野順夫／元福島大学学
長）
【申込み】事前に電話または直接、鶴巻
図書館☎（3208）2431へ。

朗読で味わう文学

【日時】3月6日㈯午後2時～3時
【会場】戸山生涯学習館（戸山2―11―
101）
【朗読作品】藤沢周平「桃の木の下で」ほ
か（朗読は竹内智美・つげみのわ／いず
れもこうばこの会）
【申込み】事前に電話または直接、戸山
図書館（戸山2―11―101）☎（3207）
1191へ。定員20名。

講座「あなたのホームページを

企画しよう」

　プロのウェブデザイナーが指導しま
す。
【日時】3月13日㈯・14日㈰午後2時～4
時（いずれも同じ内容）
【会場】中央図書館（大久保3―1―1）
【対象】区内在住・在学の中学生以上、
20名
【申込み】2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。

人形劇

【日時】
3月14日㈰
午後2時30分～3時15分（午後2時10分
開場）
【会場】榎町地域センター（早稲田町
85）
【内容】「ねこのてかします」「にんぎょ
うおもちゃ箱」（出演は人形劇団プー
ク）
【申込み】3月1日㈪から電話または直
接、鶴巻図書館（早稲田鶴巻町521）
☎（3208）2431へ。先着35名。

箱根つつじ荘・
グリーンヒル八ヶ岳

新宿スポーツセンター

通年・定期教室参加者を募集

●教室の申込期間は
　3月1日㈪～15日㈪
　教室の内容・費用・申
し込み方法等詳しくは、
同センター（大久保3―5―1）等で配布
しているチラシ（右上図二次元コード
参照）、新宿区ホームページ等でご案内
しています。
【問合せ】新宿スポーツテック＆サイエ
ンス共同事業体教室係☎050（1744）
3248（土・日曜日、祝日を除く午前9時
～午後5時）へ。

戸塚地域センター

作品展示会 

【日時】2月27日㈯～3月10日㈬午前9
時～午後7時
【内容】つるし雛、写真、工芸品などの利
用団体の作品
【会場・問合せ】同センター（高田馬場2
―18―1）☎（3209）8001へ。

講座「はじめまして ウィキペディア

編集」（オンライン） 

●ネットの情報を正しく利用するために
　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用し
たセミナーです。

【日時】3月13日㈯午後2時～3時30分
【対象】Zoomを利用できる機器をお持
ちの15歳～おおむね39歳までの方、若
者支援をしている方ほか、25名
【内容】ウィキペディアの編集方法から
学ぶインターネットの情報の取り扱い方
【申込み】3月1日㈪～12日㈮に区勤労
者・仕事支援センターホームページ
（㋭http://sksc.or.jp）から申込めま
す。先着順。
【問合せ】区勤労者・仕事支援センター
☎（3200）3311へ。

講座「子どもと若者のネット・SNS

の可能性と危険性」（オンライン） 

　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用し
たセミナーです。
【日時】3月20日㈷
午後1時～3時
【対象】Zoomを利
用できる機器をお
持ちの子ども・若者
のインターネット
利用・SNS利用に悩みのある保護者、
支援者ほか、100名
【講師】遠藤美季（エンジェルズアイズ
代表）
【申込み】申し込み方法等詳しくは、3
月1日㈪～19日㈮に新宿区ホームペー
ジでご案内します。先着順。
【問合せ】消費生活就労支援課消費生活
就労支援係☎（5273）3925へ。

新宿NPO活動基礎講座

●クラウドファンディング講座
　～インターネットで資金調達
【日時】3月20日㈷午後1時～3時
【対象】社会貢献活動をしている方、活
動資金確保にお悩みの方、20名
【内容】活動資金調達に有効なクラウド
ファンディング（講師は久保田徹朗／㈱
GoodMorning）
【費用】1,000円（資料代等）
【会場・申込み】2月27
日㈯から電話かファッ
クス・電子メール（7面
記入例のとおり記入）
で新宿NPO協働推進
セ ン タ ー（ 高 田 馬 場4―36―12）
☎（5386）1315・ ㋫（5386）1318・
㋱hiroba@s-nponet.netへ。先着順。
オンラインでの受講もできます（費用
1,000円）。詳しくは、同センターホーム
ページ（㋭https://snponet.net)でご案
内しています。

ささえーる　薬王寺の講座

①パソコン講座
【日時】3月26日㈮午後1
時30分～3時
【対象】区内在住の方、5名
【内容】インターネットからダウンロード
した画像でお祝いカード作り（講師は松元
美紀恵／NPO法人テラ・ガーデン新
宿）

②事例で納得!「プロボノ成果」報告会
　（オンライン）
　ウェブ会議ツール「Zoom」を利用し
たセミナーです。
　企業人等によるボランティア活動「プ
ロボノ」を活用してみませんか。プロボ
ノ支援を受けた「新宿傾聴しおりの会」
がプロボノ活用の成果を報告します。
【日時】3月27日㈯午前10時～12時
【対象】区内町会・自治会の方、地域活動
に取り組む団体の方▶Zoomを利用…
30名、▶同館で受講…8名
【講師】嵯峨生馬（NPO法人サービスグ
ラント代表理事）

………＜①②共通＞………
【申込み・会場】①は3月4日㈭、②は3
月15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。

箱根つつじ荘

グリーンヒル八ヶ岳

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。
※電子メールは、件名
に講座・催し名を記入。

講座・催し等の講座・催し等の
申し込み

はがき・ファックス等の記入例



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 2347号　令和3年（2021年）2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

　各所のホームページ等を参考に相談窓口を以下のとおりまとめました。内容は
変更している場合があります。詳しくは、各所のホームページをご確認ください。

2月15日時点の情報を掲載しています新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談新型コロナに関する各種相談

内容 相談先 電話・ファックス

個
人
向
け

【ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付）】　▶50,000円（第2子以降がいる場合は1人に付き30,000円を加算）
新型コロナで家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給世帯と同じ水準のひとり親世帯への給付金
※基本給付を受けた方は、同額の再支給も受けられます。 《新宿区》子ども家庭課育成支援係

（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）
☎（5273）4558
㋫（3209）1145【ひとり親世帯等応援臨時給付金】　▶お子さん1人に付き50,000円

新型コロナで家計が急変するなど、収入が児童育成手当受給世帯と同じ水準のひとり親世帯、中度以上の障害のある
お子さんを養育している世帯への給付金

【新生児 子育て応援臨時給付金】　▶お子さん1人に付き10万円
令和2年4月28日～3年3月31日にお子さんが生まれ、新宿区に子とともに住民登録がある方（令和2年8月28日以
前に転出した方を除く）への給付金
※令和3年4月13日㈫までに出生または転入の届け出をしなかった場合は対象になりません。

《新宿区》子ども家庭課子ども医療・手当係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）454６
㋫（3209）1145

【傷病手当金】　▶1日に付き上限30,887円
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、新型コロナ感染等で労務に服
することができず給与等の支払いを受けられなかった方への手当金

①国民健康保険…《新宿区》医療保険年金課国保給付係
（午前8時30分～午後5時）
②後期高齢者医療制度…《東京都》後期高齢者医療広域
連合（午前9時～午後5時）
※いずれも土・日曜日、祝日等を除く。

①☎（5273）4149
　㋫（3209）143６
②☎0570（08６）519
ⅠP電話等からは
☎（3222）449６

【休業支援金・給付金】　▶1日に付き上限11,000円　
中小企業の事業主の指示により休業し休業に対する賃金（休業手当）を受けられない方への給付金

《厚生労働省》新型コロナウイルス感染症対応休業支援
金・給付金コールセンター（午前8時30分～午後8時、土・
日曜日、祝日は午後5時15分まで）

☎0120（221）27６

【個人向け資金貸付】新型コロナの影響による休業等で収入が減少した世帯への緊急小口資金・総合支援資金
（生活費支援費）の貸し付けの特例措置（原則として申請は郵送。申請期限はお問い合わせください）

《新宿区社会福祉協議会》
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）354６
㋫（5273）3082

【住居確保給付金】離職等により住居を失うおそれのある方等に対する家賃相当額の給付金（上限あり。世帯収
入等、諸条件あり。原則として申請は郵送）

《新宿区》生活支援相談窓口
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3853
㋫（3209）0278

【就学援助】令和元年分の世帯収入が認定基準額以下で義務教育期間中のお子さんがいる家庭に学習に必要な経費
の一部を支援。新型コロナで令和2年中の年間所得額が認定基準を下回る場合も対象（原則として申請は郵送）

《新宿区》学校運営課学校運営支援係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3089
㋫（5273）3580

企
業
向
け

資
金
繰
り

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金】
新型コロナ感染拡大防止のため都の要請に応じた中小の飲食事業者等への協力金
※大企業は別途ご確認ください。
▶1店舗当たり186万円（1/8～2/7。1/12～の場合は1６2万円、1/22～の場合は102万円）
▶1店舗当たり168万円（2/8～3/7）　

《東京都》緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談セン
ター（午前9時～午後7時） ☎（5388）05６7

【中小企業の相談・支援】　▶利子と保証料全額補助の緊急融資のあっせん（貸付限度額500万円）、▶おもて
なし店舗支援（感染症拡大防止にかかる費用や新たに宅配・テイクアウト等を始める際の経費の一部を助
成。上限50,000円）、▶専門家活用支援（上限10万円）、▶商店会支援（3密回避への取り組みを支援。上限50
万円）、▶セーフティネット保証、▶危機関連保証、▶商工相談、▶行政書士無料相談ほか

《新宿区》産業振興課産業振興係
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）
※商工相談（予約制）は午前9時～午後7時。

☎（3344）0701
㋫（3344）0221

【店舗等賃貸人への家賃減額分の助成】　▶減額した家賃の2分の1（月50,000円を限度、1賃貸人に付き5
物件まで。助成対象月は令和2年4月分～3年3月分）
店舗等の賃貸人が新型コロナで売り上げが減少している事業者に対し、家賃を減額した場合に減額した
家賃の一部を助成　※申請期限は3月15日㈪

《新宿区》店舗等家賃減額助成担当
（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

☎（5273）3554
㋫（5273）4197

【東京都家賃等支援給付金】　▶法人…上限37万5,000円  ▶個人事業者…上限18万7,500円
国の家賃支援給付金に上乗せして給付

《東京都》家賃等支援給付金コールセンター
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後7時） ☎（６６2６）3300

休
業
補
償

【雇用調整助成金】　▶1人1日上限15,000円
新型コロナで休業等を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するための助成金

《厚生労働省》雇用調整助成金コールセンター
（午前9時～午後9時） ☎0120（６0）3999

【学校等休業助成金・支援金】　▶事業主…労働者1人1日上限15,000円  ▶フリーランスの方…1日上限7,500円
新型コロナの影響による小学校等の臨時休業に伴い、雇用する労働者の申し出により有給休暇を取得さ
せた事業主や、小学校等の臨時休業に伴い、お子さんを世話するために仕事ができなくなった個人で仕事
をする保護者への国の補償

《厚生労働省》
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
（午前9時～午後9時）

☎0120（６0）3999

経済支援について

区税・保険料等の猶予・減免等について
内容 相談先 電話・ファックス

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免 《新宿区》保険料減免担当（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後5時） ☎（5273）4189・㋫（3209）143６

国民年金の特例免除・学生納付特例
《新宿区》医療保険年金課年金係（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時） ☎（5273）4338・㋫（3209）143６
《新宿年金事務所》（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時15分） ☎（5285）8６11・㋫（5285）8６49

区立住宅使用料等の減免 《新宿区》住宅課区立住宅管理係（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時） ☎（5273）3787・㋫（3204）238６
新型コロナの影響で経済支援等を受ける際に必要な各種証
明書（課税・非課税・納税証明、住民票等）の事務手数料の免除

《新宿区》①戸籍住民課住民記録係  ②税務課収納管理係
（いずれも土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～午後5時）

①☎（5273）3６01・㋫（3209）1728
②☎（5273）4139・㋫（3209）14６0

内容 相談先 電話・ファックス等

日本語

発熱、咳・痰、味覚・嗅覚異常、全身倦怠感等の症状がある方の相談
※かかりつけ医がいる方は、まずかかりつけ医に電話で相談し、その指
示に従ってください。

《新宿区》発熱等電話相談センター
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後5時）

☎（5273）383６
㋫（5273）3820

《東京都》発熱相談センター ☎（5320）4592

新型コロナに関する一般的な相談（症状がないが心配、予防方法につい
てなど）

《新宿区》新型コロナウイルス電話相談センター
（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後5時）

☎（5273）383６
㋫（5273）3820

《東京都》新型コロナコールセンター（一般電話相談）
（午前9時～午後10時） ☎0570（550）571

《厚生労働省》（午前9時～午後9時） ☎0120（5６5）６53

多言語
英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語 《東京都》保健医療情報センター「ひまわり」（午前9時～午後8時） ☎（5285）8181

英語・中国語・韓国語 《東京都》新型コロナコールセンター（一般電話相談）
（午前9時～午後10時） ☎0570（550）571

【聴覚障害のある方向け】症状・予防など 《東京都》新型コロナウイルス感染症相談窓口 ㋫（5388）139６

【妊婦の方向け】症状・予防など

《東京都》妊娠相談ほっとライン（午前10時～午後10時） ☎（5339）1133

《東京都》オンライン助産師相談
（月～土曜日は午前9時～午後7時、日曜日・祝日は午前11時～午後4時）

㋭https://coubic.
com/jmat/83404６
から予約が必要

【外国人向け生活相談】やさしい日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・インドネ
シア語・タガログ語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・フランス語・カンボジア語・ミャンマー語

《東京都》東京都外国人新型コロナ生活相談センター（TOCOS：トコス）
（土・日曜日、祝日等を除く午前10時～午後5時） ☎0120（29６）004

【接待を伴う飲食店等の従業員と利用者向け】店舗での感染防止対策や症状が出た際の対応
（多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）対応） 《東京都》もしサポコールセンター（午前9時～午後10時） ☎0570（057）5６5

症状・感染予防・受診等について
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