
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2368号

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
　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・各施設にご確認ください。

保健・衛生  3面
くらし  2・4面

40歳～74歳で新宿区国民健康保険にご加入の方へ

令和4年3月31日㈭まで
年に一度の

無料

【問合せ】健康づくり課健診係（第2分庁舎分館分室）☎（5273）4207・㋫（5273）3930へ。

新型コロナワクチン関連情報

★今号は4ページでの発行です★

▶新宿再エネオークションを
開始しました
▶中小企業・個人事業主向け
の支援事業

▶インフルエンザ予防接種を
受けましょう

▶銭湯に行こう

▶多胎児を妊娠・出産した家
庭向けサービス▶傷病手当金の適用期間延長

◀新型コロナウイルスワクチン
接種ホームページ

　若松・大久保地域センターは9月22日から予約を開始しています。
　若松地域センターは10月1日㈮から、大久保地域センターは10月6日㈬から接種を
開始します。

会場 対象 使用ワクチン 時間
元気館
（戸山3―18―1）

区内在住の
満16歳以上

ファイザー
社製ワクチン

水～日曜日
午前9時30分～午後8時

若松地域センター
（若松町12―6） 武田／モデルナ

社製ワクチン

水～金曜日午後1時～8時
土・日曜日午前9時30分～午後5時

大久保地域センター
（大久保2―12―7）

水～金曜日午前9時30分～午後8時
土・日曜日午前9時30分～午後5時

夜間にワクチン接種できる
接種会場を増やしました
若松・大久保地域センター

東京ドームの3区合同
ワクチン接種会場

ご利用ください

【対象】区から発送されるクーポン券（接種券）をお持ちの満12歳以
上、各実施日に付き800名程度
【開設日時】10月4日㈪・5日㈫・12日㈫・13日㈬・14日㈭・15日㈮・18
日㈪・19日㈫・20日㈬・21日㈭、いずれも午前9時～午後1時30分
【予約方法・問合せ】インターネット・電話（下記のとおり）
※12歳～15歳の方は、電話（下記コールセンター）での予約のみ受け付
けます。接種当日は保護者が同伴してください。
※2回目の接種は4週間後の同会場・同時間帯を予定しており、1回目
の接種希望日を選択すると自動的に割り当てられます。
【使用するワクチン】ファイザー社製ワクチン

▶電話で予約（ワクチン接種のお問い合わせもこちらへ）
区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

　☎03（4333）8907・☎0570（012）440（ナビダイヤル）　／　㋫050（3852）1343
午前8時30分～午後7時（土・日曜日、祝日等を含む）　　　　　（聴覚に障害のある方等向け）

▶インターネット
　（パソコン・スマートフォン）で予約
区ワクチン接種予約サイト
㋭https://vaccine-info-shinjuku.org/

◆◇◆◇予約方法◇◆◇◆

●受診には「健康診査票」が必要です
　対象の方には右写真封筒で、5月末に健康診査票
（健診票）を発送済みですが、お手元にない方は、右
記区健康診査ご案内センターへ連絡してください。
※40歳～74歳で新宿区国民健康保険以外の健康
保険に加入している方は、加入している医療保険
者へお問い合わせください。

◆対象 40歳～74歳で新宿区の国民健康保険に
加入している方

区の指定医療機関◆受診場所
　新宿区ホームページ、「健康診査・がん検診のご案
内（健（検）診票発送時に同封）」でご案内しています。

　特定健康診査を受けずに人間ドックや事業主健診等を受ける方も、保健
指導等の健康支援を無料で受けることができる場合があります。
　詳しくは、健康づくり課健診係へお問い合わせください。

人間ドックや事業主健診等を受ける方へ

9月27日㈪～令和4年1月31日㈪（12月29日㈬～令和4年1月3日㈪を除く）
●月～金曜日 午前9時～午後8時
●土・日曜日、祝日　午前9時～午後6時

新宿区健康診査ご案内センター

☎0120（441）117
フリーダイヤル（通話料無料）

☎03（4335）7982
（通話料有料）

★がん検診票の請求・問い合わせもこちらへ

特定健康診査に関するお問い合わせはこちら

※同センター☎03（4335）7982から、国民健康保険の加入・脱退等をはじめと
した各種手続きの際にご記入いただいた電話番号に、健康診査の受診勧奨のご
連絡をする場合があります。

▼医療機関一覧へ ※診断書は発行しません。◆主な検査内容
▶問診、▶身体計測、▶血圧測定、▶検尿、▶血液検査

受けましょう特定健康診査 受けましょう受けましょう受けましょう受けましょう受けましょうを

◆受診の流れ

STEP 1
健康診査票（健診票）の確認
お手元にない方は右上記区健康診査ご案内センターへ。

STEP 2
医療機関を選び、電話予約する
※医療機関一覧表は健診票に同封しています。

STEP 3
受診する
健診票、健康保険証を忘れずにお持ちください。

！
受診の際は新型コロナの感染拡大防止のため各医療機関の

感染予防策にご協力をお願いします。
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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 ☎（3209）1111、新宿区ホームページは ㋭ https://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

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

●中小企業展示会等出展支援補助金
　展示会への出展小間料・小間装飾費・オ
ンラインコンテンツ作成費を補助します。
【補助金額】▶国内・オンライン…1件30
万円まで、▶国外…1件40万円まで。い
ずれも補助対象経費の3分の2以内
【募集期間】令和4年3月15日㈫まで

●東京都行政書士会による無料相談会
　補助金申請・経営計画策定・事業承継等
の相談が無料で受けられます（1枠1時間）。
【日程】毎月第3水曜日午後1時～4時
【会場】BIZ新宿（西新宿6―8―2）
【問合せ】産業振興課産業振興係
☎（3344）0701へ。

中小企業・個人事業主向けの支援事業
■10月～令和4年3月納期分の納付書を
発送します（5期～10期）

　納期限までにお近くの金融機関・ゆう
ちょ銀行（郵便局）・コンビニエンススト
ア・医療保険年金課・特別出張所等で納
めてください。モバイルレジ・ペイジー・
口座振替での支払いもご利用ください。

●口座振替継続ありがとうキャンペーン
　保険料を3年以上滞納なく継続して口
座振替で支払っている世帯を対象に抽選
し、当選者にプリペイドカード（500円）を
発送します（申請不要。発送は12月下旬）。
【問合せ】医療保険年金課納付推進係
（本庁舎4階）☎（5273）4158へ。

国民健康保険料納付書を発送します10月4日

飯田橋駅前地区に係る都市計画案

の縦覧・意見書の提出等

●都市計画案の説明動画の配信
　10月13日 ㈬ ～
27日㈬の期間中、
新宿区ホームペー
ジで閲覧できま
す。
【内容】▶①用途地域、▶②地区計画、
▶③防火地域・準防火地域、▶④高度地
区、▶⑤特別工業地区、▶⑥中高層階住
居専用地区
●縦覧・意見書の提出
　区内在住の方、利害関係者で案の内
容（上記①～⑥）に意見がある方は、意
見書を提出できます。
【提出期間】10月13日㈬～27日㈬
【縦覧・意見書の提出先】▶①は郵送ま
たは直接、東京都都市整備局都市計画
課（〒163-8001西新宿2―8―1、都庁
第二本庁舎12階北側）☎（5388）3225
へ、▶②～⑥は郵送・ファックスまたは
直接、区景観・まちづくり課（〒160-
8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎8階）
☎（5273）3569・㋫（3209）9227へ。区
景観・まちづくり課で①の縦覧もでき

ます。詳しくは、新宿区ホームページを
ご確認ください。

赤い羽根共同募金運動に　　　　　　

ご協力を

　10月1日㈮から募金運動を開始しま
す。
　募金は、地域の福祉施設・団体の活動支
援、地域の居場所であるサロンの感染予
防対策や被災地の支援に活用されます。
【問合せ】区社会福祉協議会☎（5273）
2941へ。

就学時健康診断の受診を

● 令和4年4月に小学校へ入学する　
新1年生と保護者の方へ
　受診校（通学区域の学校）と健診日時
を記載した「就学時健康診断通知書」を、
10月中に順次発送します。通学区域の学
校で受診してください。健診日程等は新
宿区ホームページでもご案内していま
す。
【問合せ】学校運営課保健給食係（第1
分庁舎4階）☎（5273）3098へ。

都市型音楽祭

SHIN-ONSAI2021 

　アーティストによ
るライブ動画を生配
信します。公式ホーム
ペ ー ジ（ ㋭https://
www.youtube .com/channel/
UCzr4gNldxuG5rOoHLyiAonQ。右
上図二次元コード）に動画ページのリ
ンクを掲載します。
【日時】10月2日㈯・3日㈰いずれも午後
1時30分～8時
【問合せ】文化観光課文化観光係（第1
分庁舎6階）☎（5273）4069へ。

新宿NPO活動基礎講座

（オンライン） 

●協働事業の考え方・進め方
【日時】10月16日㈯▶①午後1時30分～3時
30分、▶②午後3時30分～5時30分、全2回
【対象】協働事業を考えている方ほか
【内容】▶①課題解決のための協働の基本的
な考え方、▶②問題の共有と解決に向けた協
働企画書の書き方（講師は矢代隆嗣／㈱アリ
エールマネジメントソリューションズ）
【費用】2,000円（2回分。資料代等）

【申込み】9月27日㈪から新宿NPO協働
推進センターホームページ（㋭https://
snponet.net）へ。
【問合せ】同センター☎（5386）1315
へ。同センターホームページでもご案
内しています。

秋の不動産の無料相談会 

●不動産鑑定士が対応
　不動産に関する相談を、ウェブ会議
ツール「Zoom」または電話でお受けし
ます。相続・成年後見人・登記等の相談
は司法書士がお受けします。
【日時】10月14日㈭・15日㈮いずれも
午前11時～午後4時
【問合せ】東京都不動産鑑定士協会事務
局☎（5472）1120（鶴岡）へ。

全国都市交通特性調査にご協力を

　全国の都市交通の特性や経年変化を
把握するために実施しています。区内の
無作為に抽出したご家庭に調査票を郵
送します。ご協力をお願いします。
【調査主体】国土交通省関東地方整備局
広域計画課
【問合せ】同 調 査 実 施 本 部 ☎0120
（013）875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。

グリーンヒル八ヶ岳　令和4年1月6日～31日宿泊分

区民保養施設の利用申し込み

■妊婦健康診査費用の助成を拡大します
①妊婦健康診査
　多胎児を妊娠している方は、これま
での妊婦健康診査受診票14回分に加
え、10月1日㈮から5回分の妊婦健康診
査の費用の一部を助成します。
【対象】4月1日以降の妊婦健康診査受
診日に新宿区に住民登録があり、多胎
児を妊娠している方
② 産後ケア事業（ショートステイ型）
　多胎児を出産した方は、2人目以上
のお子さんは自己負担額なしで利用で
きます。
【対象】新宿区に住民登録がある産後1
か月までのお子さんとその母親
【費用】1日当たり6,500円（食事代含
む。減免あり）
③育児支援家庭訪問（産前産後支援）
　産前産後のご家庭にヘルパーまたは産

後ドゥーラを派遣し、育
児や家事等を支援しま
す。1日1回、2～4時間利
用できます（多胎児を妊娠・出産した方
は、産前15時間、産後45時間まで）。
【対象】区内在住の妊婦または0歳児を
養育している方
【費用】1時間1,000円または1,500円
（減免あり）
【問合せ】▶①・②は健康づくり課健康
づくり推進係（第2分庁舎分館分室）
☎（5273）3047、▶③は子ども総合セ
ンター☎（3232）0675へ。

多胎児を妊娠・出産した家庭向けサービスを

ご利用ください
提出議案

令和3年 第3回区議会定例会 　区長が提出した議案は次のとおりです。
提出議案を追加する場合があります。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）
☎（5273）3505・㋫（3209）9947へ。

◆予算案4件
◎令和3年度補正予算
●令和3年度新宿区一般会計補正予算
（第8号）
●令和3年度新宿区国民健康保険特別
会計補正予算（第3号）
●令和3年度新宿区介護保険特別会計
補正予算（第3号）
●令和3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
●令和2年度新宿区一般会計歳入歳出
決算
●令和2年度新宿区国民健康保険特別
会計歳入歳出決算
●令和2年度新宿区介護保険特別会計
歳入歳出決算
●令和2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9件
◎一部改正の条例
●新宿区における個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一
部を改正する条例
●新宿区個人情報保護条例の一部を改

正する条例
●新宿区一般事務手数料条例の一部を
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
●新宿区家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例
●新宿区特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業の運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例
●新宿区保健衛生事務手数料条例の一
部を改正する条例
●新宿区立住宅管理条例の一部を改正
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
◆その他3件
●新宿区立清風園解体及び擁壁改修工
事請負契約
●新宿中央公園（ちびっこ広場）再整備
工事請負契約
●特別区道の路線の廃止及び認定について

ウィズ新宿　図書資料室の
利用休止

　特別図書整理のため、資料の閲
覧、館内資料・予約した本等の貸し
出しを休止します。
※会議室・ワーク室等は通常どお
り利用できます。
【日程】10月20日㈬・21日㈭
【問合せ】男女共同参画推進セン
ター（ウィズ新宿、荒木町16）
☎（3341）0801へ。

高田馬場第二児童館
（高田馬場1―4―17）の休館

　玄関・遊戯室天井工事のため休
館します。
【日程】10月9日㈯・10日㈰・17日㈰
【問合せ】高田馬場第二児童館
☎（3200）5038へ。

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
申し込み

はがき・ファックス等の記入例

　対象の方へ10月1日までに予診票を発
送します（生年月日が昭和31年10月1日
～32年1月1日の方は誕生日直前、令和2
年11月1日～3年1月31日の方は1歳にな
る前月末に発送）。予診票をお持ちの上、
区の指定医療機関で接種してください。
　接種には予約が必要な場合があります
ので、事前に医療機関にご確認ください。
● 65歳以上の方・60～64歳で　　　
次の障害がある方（1回接種）

【対象】区内在住で12月31日 現 在、
▶①65歳以上の方、▶②60～64歳で、
心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に重度障
害（身体障害者手帳1級程度）がある方
※②で未申請の方は事前手続きが必要

【費用】2,500円（75歳以上の方、生活保護を
受けている世帯等の方は自己負担免除）
● 12歳までの方（2回接種）
【対象】区内在住で10月1日㈮現在、12
歳までの方（平成20年10月2日以降に
生まれた方）
※0歳児は生後6か月からで、希望する
場合は事前手続きが必要
【費用】1回に付き1,700円（生活保護を
受けている世帯等の方は自己負担免除）
● 生活保護を受けている世帯等の方
（1回接種）
【対象】区内在住で10月1日㈮現在、13歳～
64歳で生活保護を受けている世帯等の方
【費用】自己負担免除（事前手続きが必要）

接種期間は10月1日～令和4年1月31日

インフルエンザ予防接種を受けましょう
【問合せ】保健予防課予防係（第2分庁舎分館1階）☎（5273）3859へ。

◎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】10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。10月19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）
　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…10月
21日㈭、▶一般予約…11月1日㈪
【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

10月～令和4年3月
60歳以上の方へ

【日時・会場】下表のとおり。いずれも午後1時～5時
【対象】区内在住の60歳以上
【内容】資格を持つ専門家が希望に合わせて指圧等でマッサージ
【費用】1回30分1,000円
【申込み】施術希望日当日に電話で各施設へお申し込みくださ
い。申し込みは当日のみで、各館で午前9時からから受け付け
ます。

※初めて施設を利用する場合・中落合高齢者在宅サービスセ
ンターを利用する場合は、住所・氏名・年齢が確認できるもの
（健康保険証等）をお持ちください。
※新型コロナ対策のため、タオルをお持ちいただくことがあります。
※1回30分の施術時間の中に換気・消毒の時間を含みます。
【問合せ】地域包括ケア推進課高齢いきがい係（本庁舎2階）
☎（5273）4567へ。

マッサージサービスが利用できます

所在地 電話 10月 11月 12月 令和4年1月 2月 3月
ささえーる 薬王寺 市谷薬王寺町51 （3353）2333 20㈬ 10㈬ 24㈬ 15㈬ 12㈬ 26㈬ 16㈬ 9㈬ 23㈬
高田馬場シニア活動館 高田馬場3―39―29 （3362）4560 11㈪ 8㈪ 22㈪ 13㈪ 10㈷ 24㈪ 14㈪ 14㈪ 28㈪
信濃町シニア活動館 信濃町20 （5369）6737 13㈬ 3㈷ 17㈬ 8㈬ 5㈬ 19㈬ 9㈬ 2㈬ 16㈬
戸山シニア活動館 戸山2―27―2 （3204）2422 19㈫ 2㈫ 17㈬ 21㈫ 11㈫ 19㈬ 15㈫ 8㈫ 16㈬
西新宿シニア活動館 西新宿4―8―35 （3377）9380 15㈮ 12㈮ 26㈮ 17㈮ 14㈮ 28㈮ 18㈮ 11㈮ 25㈮
早稲田南町地域交流館 早稲田南町50 （3208）2552 15㈮ 12㈮ 26㈮ 17㈮ 14㈮ 28㈮ 18㈮ 11㈮ 25㈮
西早稲田地域交流館 西早稲田1―22―2 （5286）8311 13㈬ 10㈬ 24㈬ 8㈬ 12㈬ 26㈬ 9㈬ 9㈬ 23㈬
新宿地域交流館 新宿5―3―13 （3341）8955 13㈬ 3㈷ 17㈬ 8㈬ 5㈬ 19㈬ 2㈬ 2㈬ 16㈬
山吹町地域交流館 山吹町342 （3269）6189 12㈫ 9㈫ 23㈷ 14㈫ 11㈫ 25㈫ 8㈫ 8㈫ 22㈫
上落合地域交流館 上落合2―28―8 （3360）1414 11㈪ 4㈭ 15㈪ 13㈪ 13㈭ 17㈪ 14㈪ 3㈭ 21㈷
北新宿地域交流館 北新宿2―3―7 （3369）5856 29㈮ 2㈫ 19㈮ 22㈬ 11㈫ 28㈮ 23㈷ 18㈮ 30㈬
下落合地域交流館 下落合3―12―33 （3951）0023 21㈭ 11㈭ 18㈭ 16㈭ 6㈭ 27㈭ 17㈭ 10㈭ 24㈭
百人町地域交流館 百人町2―18―21 （3368）8156 12㈫ 6㈯ 25㈭ 14㈫ 8㈯ 25㈫ 15㈫ 5㈯ 24㈭
東五軒町地域交流館 東五軒町5―24 （3269）6895 6㈬ 3㈷ 17㈬ 15㈬ 5㈬ 19㈬ 9㈬ 2㈬ 16㈬
中町地域交流館 中町25 （6265）0608 13㈬ 10㈬ 24㈬ 8㈬ 12㈬ 26㈬ 9㈬ 9㈬ 23㈬
本塩町地域交流館 四谷本塩町4―9 （3350）1456 14㈭ 11㈭ 25㈭ 9㈭ 13㈭ 20㈭ 10㈭ 10㈭ 17㈭
北山伏地域交流館 北山伏町2―17 （3269）7197 15㈮ 12㈮ 26㈮ 17㈮ 7㈮ 21㈮ 18㈮ 11㈮ 25㈮
中落合地域交流館 中落合2―7―24 （3952）7163 8㈮ 12㈮ 26㈮ 10㈮ 14㈮ 28㈮ 11㈷ 11㈮ 25㈮
北新宿第二地域交流館 北新宿3―20―2 （5348）6751 5㈫ 9㈫ 23㈷ 7㈫ 4㈫ 18㈫ 8㈫ 8㈫ 22㈫
高田馬場地域交流館 高田馬場1―4―17 （3200）5816 14㈭ 4㈭ 18㈭ 9㈭ 13㈭ 27㈭ 10㈭ 3㈭ 17㈭
中落合高齢者在宅サービス
センター内地域交流スペース
※10月1日から

中落合1―7―1 （3565）6375 27㈬ 3㈷ 24㈬ 22㈬ 5㈬ 26㈬ 23㈷ 2㈬ 30㈬

● 12月31日㈮まで延長
　令 和2年1月1日 ～3年12月31日 の
間、新型コロナの療養のため働くこと
ができなかった期間（入院が継続する
場合等は最長1年6か月間）の傷病手当
金を支給します。下記対象の方は、各問
い合わせ先に電話連絡の上、申請して
ください。申請方法等詳しくは、お問い
合わせください。
【対象】給与等の支払いを受けている

▶①国民健康保険、▶②後期高齢者医療
制度の被保険者で、新型コロナに感染し
た、または感染が疑われるため働くこと
ができず、給与等の支払いの全部または
一部を受けることができなくなった方
【問合せ】▶①…医療保険年金課国保給
付 係（ 本 庁 舎4階 ）☎（5273）4149、
▶②…広域連合お問合せセンター
☎0570（086）519（PHS・IP電 話の方
は☎（3222）4496）へ。

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方へ

傷病手当金の適用期間を延長します　緊急時、区民の皆さんへ迅速かつ確実に情報を伝達する
ため、Jアラートの全国一斉情報伝達訓練を実施します。
　防災スピーカーから試験放送が流れますので、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へ。

● 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、区市町村の防災行政無線等を自動
起動して、国から住民に瞬時に伝達する
システムです。

防災行政無線によるJアラート全国一斉試験放送

【放送日時】10月6日㈬午前11時から
【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」
※ 放送の前後にチャイム音が流れます。

新宿再エネオークションを
開始しました

環境にやさしく、電力調達コスト削減にもつながる
再エネ電力への切り替えを検討してみませんか

　区では㈱エナーバンクとの協定に基づき、環境省推奨の電力オークションシス
テム「エネオク」を活用し、区内法人・個人事業主の皆さまの再エネ電力への切り替
えを推進します。
　新宿再エネオークションでは、再エネ電力でありながら、価格を抑えた電力会社
を選ぶことが可能になります。オークションの手続きから契約切り替えまで㈱エ
ナーバンクがサポートします。オークション利用（サポート含む）にかかる費用は
無料で、電気契約の切り替えは任意です。まずはお気軽にご登録
ください。
【対象】区内法人・個人事業主
【申込み】新宿区ホームページの専用フォーム（右図二次元コー
ド）からお申し込みください。
【問合せ】環境対策課環境計画係（本庁舎7階）☎（5273）3763へ。

補助対象施設に新たにギャラリーを追加

申請期間を12月28日㈫まで延長

区内文化芸術施設の

映像撮影・配信にかかる費用を補助します

　補助を受けた施設の動画作品は区の
特設サイト「Re：Shinjuku」（左上図二
次元コード）で公開します。申請方法等
詳しくは、募集要項でご案内していま
す。申請書・募集要項は新宿区ホーム
ページ（右上図二次元コード）から取り
出せます。
【対象施設】区内の次の施設
▶劇場、▶ライブハウス、▶映画館、▶演
芸場、▶博物館、▶美術館、▶ギャラリー
【対象経費】上記対象施設が動画制作す

るためにかかる次の費用
▶映像を撮影する際に必要な人件費
▶映像を撮影・配信する際に必要な機
材（カメラ・パソコン・集音用マイクロ
ホン・スイッチャー・モニター・キャプ
チャーボード・編集機器・配線用ケーブ
ル類・感染症対策機材等）の購入費・レ
ンタル料
▶Wi-Fi整備費
【問合せ】文化観光課文化観光係（第1分
庁舎6階）☎（5273）4069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

●箱根つつじ荘からのお知らせ
宿泊棟外壁改修等の工事のため、令和
4年3月31日㈭まで全館休館します。

 

産後ドゥーラについてはこちら 
 

産前産後支援の利用については 
こちら 

※ドゥーラ協会のホームページより新宿区産前産後支援のお申込みはできません。 

or 

産後ドゥーラについてはこちら 
 

産前産後支援の利用全般に 
ついてはこちら 

※産前産後支援の利用には事前の申請が必要です。 

① 

② 

 

産後ドゥーラについてはこちら 
 

産前産後支援の利用については 
こちら 

※ドゥーラ協会のホームページより新宿区産前産後支援のお申込みはできません。 

or 

産後ドゥーラについてはこちら 
 

産前産後支援の利用全般に 
ついてはこちら 

※産前産後支援の利用には事前の申請が必要です。 

① 

② 

▲産後ドゥーラの
利用について

▲産前産後支援の
利用全般について

※産前産後支援の利用には事前の申請が必要です。

サニーデイ・サービス



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。

（4）第 2368号　令和3年（2021年）9月25日発行
区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）を

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

　区内には、19の銭湯があります。露天風呂やサウナがある浴場、浴室の壁画が楽しめる浴
場、レトロな雰囲気が味わえる浴場など、個性ある銭湯をお楽しみください。
【問合せ】地域コミュニティ課管理係（本庁舎1階）☎（5273）3519・㋫（3209）7455へ。

10月10日は銭湯の日

銭湯へ行こう
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大人（12歳以上）480円
中人（6歳以上12歳未満）180円
小人（6歳未満）80円

入浴料金♨
▶大人（12歳以上）…480円、▶中人（6歳以上12歳未
満）…180円、▶小人（6歳未満）…80円

所在地 電話番号 

定休日（曜日）

浴場への問合せ時間は午後3時～10時

アイコン凡例

❶栄湯［さかえゆ］

西落合2-6-2

（3953）6562

月・金

❷福の湯［ふくのゆ］

下落合4-25-10

（3951）5925

月

❸ゆ～ザ中井［ゆ～ざなかい］

中落合1-13-8

(3951)1289

木

❹三の輪湯［みのわゆ］

上落合3-31-2

（3368）2661

月

❺松の湯［まつのゆ］

上落合3-9-10

（3368）2352

土

❻世界湯［せかいゆ］

高田馬場3-8-31

（3371）2409

木

❼柏湯［かしわゆ］

北新宿4-3-7

（3371）4106

水・第3火

❽金泉湯［きんせんゆ］

西早稲田2-16-20

（3203）2427

月

❾万年湯［まんねんゆ］

大久保1-15-17

（3200）4734

土

10金沢浴場［かなざわよくじょう］

新宿7-22-11

（3203）6784

火

11東宝湯［とうほうゆ］

新宿7-11-5

（3232）2641

金・第1木

12弁天湯［べんてんゆ］

余丁町5-1

（3357）7370

水（祝日は翌日休）

13大星湯［たいせいゆ］

市谷台町18-3

（3351）7625

月

14塩湯［しおゆ］

四谷三栄町1-3

（3351）9179

月

15柳湯［やなぎゆ］

市谷柳町25

（3269）6832

金・第1木

16鶴巻湯［つるまきゆ］

早稲田鶴巻町533

（3203）1834

火・土

17竹の湯［たけのゆ］

改代町2

（3268）8544

土

18第三玉の湯［だいさんたまのゆ］

白銀町1-4

（3260）9326

水

19熱海湯［あたみゆ］

神楽坂3-6

（3260）1053

土

FacebookTwitter新宿浴場組合
公式ホームページ

警察官を名乗る電話
がかかってきたら
「詐欺」を疑いましょう

一言アドバイス

止防害被欺詐

　「アポ電」という詐欺の電話で、警察官
を装う手口の詐欺が増加しています。
　犯人グループは警察官になりすまし、
「ある事件で捕まった犯人の持ち物にあ
なた名義の通帳やカードがありました」
などと嘘の電話で不安をあおります。さ
らに、「使われたキャッシュカードや口
座を変更する必要があります」などと言
い、家を訪れてキャッシュカードや通帳
をだまし取ろうとします。

　警察官が直接家にカード・通帳を受け
取りに行ったり暗証番号を聞き出すこ
とは絶対にありません。このような電話
は詐欺です。まずは電話を切って各警察
署や区危機管理課にご相談ください。
【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】危機管理課危機管理係（本庁舎
4階）☎（5273）3532・㋫（3209）4069へ。

区内の特殊詐欺被害認知件数（8月）
特殊詐欺の主な種類 件数

 オレオレ詐欺 2件
 預貯金詐欺 0件
 還付金詐欺 1件
 キャッシュカード詐欺盗 2件
 その他（融資保証等） 0件
 合計 5件

※区危機管理課調べ ●区施設等の利用制限等
▶区施設等の利用は原則午後8時ま
で（午後8時閉館）
▶地域センターの会議室等の貸し
出し施設は午後8時以降の新規予約
を中止
※予約済みの方は利用の自粛をお
願いします。

●区外宿泊施設の利用中止
▶区民保養施設（箱根つつじ荘・グ
リーンヒル八ヶ岳）・ヴィレッジ女神
湖は新規予約を中止
※予約済みの方は利用の自粛をお願
いします。

●公園等の利用制限
▶新宿中央公園の大型複合遊具の使
用禁止
▶公園内親水施設の利用中止

●区が関係する
　イベント等の取り扱い
▶不特定多数が参加するイベント
等は原則中止

緊急事態宣言の延長に伴う区の対応
【実施期間（宣言延長後）】 7月12日～9月30日

新型コロナ感染拡大による

区内銭湯では新型コロナ対策のため
下記の取り組みを行っています

マスクの着用 手洗い 検温

店内の換気 店内の清掃 備品の消毒 消毒液の設置 除菌消臭器の導入

安心して
ご利用ください

▶新宿浴場組合公
式キャラクター
ゆげじい

　8月21日に発生した区内の一部地域における都市ガス供給停止の際、該
当地域の区民の皆さんの入浴機会を確保するため、区浴場組合にご協力い
ただき、都市ガス復旧までの間、区内公衆浴場を無料開放していただきまし
た。ありがとうございました。

都市ガス供給停止に伴い
　新宿浴場組合のご協力で
　　区内全公衆浴場を
　　　無料開放していただきました

ありがとうございました
区からのお知らせ
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