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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・変更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

区民のひろば
費用・㋲申込み・ 問合せ

東京都最低賃金を改正  

時間額は1,041円

　都内で働く全ての労働者に適用され
ます。雇用主も労働者も最低賃金制度
を確認しましょう。

【問合せ】東京労働局賃金課☎（3512）
1614へ。

生産性向上のための設備投資の 

費用の一部を助成します

●業務改善助成金制度
　中小企業・小規模事業者が生産性向

上のための設備投資（機械設備、POS
システム等の導入）などを行い、事業場
内最低賃金を一定額以上引き上げた場
合、その設備投資にかかった費用の一
部を助成します。詳しくは、下記へお問
い合わせください。

【問合せ】業務改善助成金コールセン
ター☎（63８８）6155へ。

はがき・ファックス等の記入例

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

行政書士無料法律相談会

【日時】11月19日㈮午後6時10分から・午後7時から・午後7時50分から（1人30分程度）
【内容】相続や就労問題などの法律相談
【協力】東京都行政書士会新宿支部
【会場・申込み】10月17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。各回先着1名。

【日時】11月6日㈯午後1時30分～4時
【内容】活動事例発表（NPO法人日本セクシャルマイノリティ協会ほか）、パネルデ
ィスカッション

【申込み】11月6日㈯午後0時30分までに新宿NPO協働推進センターホームペー
ジ（㋭https://snponet.net）からお申し込みください。

【問合せ】新宿NPO協働推進センター☎（53８6）1315へ。

　新宿らしい支え合いの形を一緒に考えて
みませんか。

【日時】11月27日㈯午後1時30分～3時30分
【内容】▶基調講演「つながりがもたらす効
果について」（講師は村山洋史／東京都健康
長寿医療センター研究所 社会参加と地域
保健研究チーム研究副部長（上写真左））、▶特別講演「たすけあい、ささえあいっ
て?」（講師はパックンマックン／お笑いコンビ（上写真右））、▶トークセッション

「村山洋史氏とパックンマックンが『家族やご近所のつながりやささえあい』につ
いてお話します。」

【協力】学校法人 東放学園
【申込み】11月12日㈮までに電話かファックス・電子メール（5面記入例のとおり記
入 ）で区社会福祉協議会地域活動支援課☎（5273）9191・㋫（5273）30８2・
㋱shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jpへ。申し込みにはメールアドレス
が必要です。右二次元コード（㋭https://forms.gle/9Ta6P4xuaNTPVGRr9）か
らも申し込めます。

シンポジウム
「人生１００年時代における

新宿らしいつながり方」
YouTube

シンポジウム
「自分らしく生きられる社会を目指して」

Zo om

ＤＶ防止啓発講座YouTube

●パートナーとの関係に悩んでいませんか?
　~アサーティブコミュニケーションから学ぶ気持ちの伝え方のコツ
　YouTubeを利用してセミナーの動画（90分程度）を配信します（通信費等は申
込者負担）。申込者に動画ページのURLをお送りします。

【配信期間】11月19日㈮～25日㈭
【対象】YouTube動画を視聴できる機器をお持ちの方
【講師】花崎晶（公認心理師、フェミニストセラピィ‘なかま’）
【申込み】10月17日㈰～11月22日㈪に新宿区ホームページからお申し込みください。
【問合せ】男女共同参画推進センター（荒木町16、ウィズ新宿）☎（3341）0８01へ。

区立幼稚園（１４園） 区立子ども園【幼稚園機能】（１０園）

募集人数

津久戸・市谷・早稲田・鶴巻・牛込仲之・余丁町・四
谷第六・花園・大久保・戸塚第二・落合第三・落合
第四・淀橋第四・西戸山幼稚園
▶3歳児…定員20名
▶４歳児…定員30名（進級児を除いた人数）
▶5歳児…定員30名（進級児を除いた人数）
※全ての園で3年保育を実施しています。
※市谷、鶴巻、花園、西戸山幼稚園で預かり保育
を実施しています。教育時間終了後（原則として
午後2時～４時30分）です。
※保育料・利用方法等詳しくは、お問い合わせく
ださい。新宿区ホームページでもご案内してい
ます。

▶3歳児…西新宿（８名）
▶４歳児…四谷（25名）・あいじつ（30
名）・西新宿（若干名）・柏木（８名）・おち
ごなかい（10名）・大木戸（3名）・しなの
まち（2名）・戸山第一（４名）・西落合（４
名）・北新宿（４名）
▶5歳児…各園（定員から進級児を除い
た人数）
※幼稚園機能を利用するお子さんへ
は、希望により給食の提供や預かり保
育を行います。預かり保育の時間は、午
後3時～４時30分です。

※兄弟姉妹優先入園枠・補欠登録による優先枠があります。
申請書の
配布

10月15日から募集案内に折り込んで配布
※新宿区ホームページからも取り出せます。

申請書の
配布受付

下記の①入園を希望する幼稚園または②学校運
営課幼稚園係窓口（区役所第1分庁舎４階）で受
け付けます。
①各幼稚園…11月2日㈫・４日㈭・5日㈮午後2時
～４時
②学校運営課…11月2日㈫・４日㈭・5日㈮午前８
時30分～午後5時（5日㈮は午後４時まで）

区立子ども園…11月2日㈫・４日㈭・5
日㈮午前９時～午後5時

※住所が分かるもの（住民票の写し・健康保険証等）をお持ちください
※申請書の提出は、幼稚園・子ども園いずれか1園のみ。複数提出は、いずれも無効です。
※受付期間終了後、空きがある場合は入園を希望する園で11月1８日㈭午後2時15分から再
度受け付けます。
※詳しくは、募集案内をご確認ください。

【私立子ども園名・所在地・電話番号】

▶大久保わかくさ子ども園（大久保1―４―1）☎（6265）９９９0
▶しんえい子ども園もくもく（高田馬場４―36―12）☎（5332）55４４
▶しんじゅくいるまこども園（戸山1―21―1）☎（6302）1221
▶新宿せいが子ども園（下落合2―10―20）☎（3９5４）４1９0
▶茶々ひがしとやま子ども園（戸山2―3４―101）☎（5155）４321
▶富久ソラのこども園ちいさなうちゅう（富久町1４―1）☎（63８0）0４1４
▶認定こども園新宿ベアーズ（西新宿5―25―11）☎（6276）5４31

私立子ども園 7園

【対象】保護者とともに区内在住で、保護者等の送り迎
えが可能な3歳児～5歳児（令和4年4月2日現在）

【費用】入園料・保育料は無料（行事費等は保護者の負
担）
※募集概要は下表のとおり。詳しくは区立幼稚園・区立子ども園・学校運営課・保育課・特
別出張所・児童館・区立図書館等で配布する募集案内でご確認ください。新宿区ホーム
ページでもご案内しています。

【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。

区立幼稚園 14園・区立子ども園 10園

幼稚園・子ども園（幼稚園機能）令和４年度 園 児 募 集

【対象】私立幼稚園に通う区内在住のお子さんの保護者
※私立幼稚園に支払った入園料・保育料が補助限度額です。
▶入園料補助金…８0,000円を限度に支給（所得制限なし）
▶施設等利用費…30万８,400円を限度に支給（所得制限なし）
▶保育料補助金…所得で金額が異なります。詳しくは、お問い合わせください。

【問合せ】学校運営課幼稚園係へ。

私立幼稚園入園料・保育料を補助します

　全ての園で3年保育を実施するとともに、預かり保育を実施しています。詳し
くは、各園へお問い合わせください。入園願書は各園で配布しています。

【私立幼稚園名・所在地・電話番号】

▶牛込成城幼稚園（原町3―８7）☎（33４1）505８
▶おおや幼稚園（高田馬場2―８―1８）☎（3200）7506
▶下落合みどり幼稚園（中落合４―3―1）☎（3９53）6112
▶戸山幼稚園（戸山2―7―2）☎（3203）6８3４
▶豊多摩幼稚園（西落合４―８―1８）☎（3９51）5９８2
▶伸びる会幼稚園（上落合2―25―1９）☎（3361）5020
▶目白ケ丘幼稚園（下落合2―15―11）☎（3９51）2115
▶目白平和幼稚園（下落合3―1４―25）☎（3９5４）0４４８
▶四谷新生幼稚園（四谷1―1４）☎（3357）7036

私立幼稚園 9園

令和４年４月に区立小学校へ入学するお子さんの保護者の方へ

就学支援シートのご活用を
　お子さんが学校生活を不安なく円滑にスタートできるよう、「就学支援シート」
を配布しています。園での生活や様子を保護者、担任の先生等がそれぞれ記入し、
入学する小学校へ提出するものです。ご活用ください。

【配布場所】▶区内の幼稚園・保育園・子ども園、▶子ども総合センター（新宿7―3
―29）、▶保育指導課支援係（第1分庁舎7階）、▶学校運営課学校運営支援係（第1
分庁舎4階）、▶教育支援課特別支援教育係
※子ども家庭部窓口前（本庁舎2階）に設置しているラックにも配架しています。

【問合せ】教育支援課特別支援教育係（大久保3―1―2、新宿コズミックセンター4
階）☎（3232）3074へ。

内藤カボチャを通じた伊那市との交流
　８月31日、友好提携都市の長野県伊那市から西新宿小学校へ内藤カボチャが
届きました。
　この内藤カボチャは、西新宿小学校の児童た
ちが育てた内藤カボチャの種を伊那市へ贈り、
伊那市で栽培・収穫されたものです。届いたカボ
チャは、西新宿小学校の児童たちの給食で提供
されたほか、ふらっと新宿で調理し、お客様へ提
供されました。
　以前は、伊那市の農家に泊まりながら農業体験や自然体験を
行う農家民泊などを行っていましたが、直接顔を合わせること
が難しい中でも、工夫をしながら交流が続いています。

◎内藤カボチャ◎ 　江戸東京野菜の一つ。江戸時代に信州高遠藩（今
の長野県伊那市）の藩主である内藤家の屋敷が、現
在の新宿御苑のあたりにあり、その下屋敷で栽培さ
れていたことから内藤カボチャと呼ばれています。

低所得の子育て世帯の方へ

　申請方法等詳しくは、お問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内し
ています。給付金額は児童1人に付き50,000円（1回限り）です。

子育て世帯生活支援特別給付金の
申請を受け付けています

　「新宿区耐震改修促進計画」を、耐震化の進捗状況や東
京都耐震改修促進計画など関連計画の改定、社会経済状
況の変化等を踏まえ、改定します。
　計画の素案は下記閲覧場所で閲覧できます。新宿区
ホームページでもご覧いただけます。

【閲覧場所】防災都市づくり課・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

【ご意見の提出先・問合せ】所定の用紙または任意の用紙に住所・氏名（法人の場合は
法人名）のほか、区内在勤・在学の方は勤務先・学校の名称とご意見を記入し、11月
15日 ㈪ ま で に 郵 送（ 必 着 ）・フ ァ ッ ク ス ま た は 直 接、防災都市づくり課

（〒160-８4８4歌舞伎町1―4―1、本庁舎８階）☎（5273）3８29・㋫（3209）9227へ。
所定の用紙は上記閲覧場所のほか新宿区ホームページから取り出せます。氏名等
の個人情報は公表しません。新宿区ホームページからもご意見を受け付けます。

パブリック・コメント制度
（意見公募）で
ご意見を募集します

新宿区耐震改修促進計画

　区では、交通安全対策基本法に基づき、昭和4８年度
以降5か年ごとに「新宿区交通安全計画」を策定して
います。第10次計画（平成2８年度～令和2年度）の終
了に伴い、次期計画となる「第11次新宿区交通安全計
画」（令和3年度～令和7年度）の策定を進めています。
　計画の素案は下記閲覧場所で閲覧できます。新宿
区ホームページでもご覧いただけます。

【閲覧場所】交通対策課・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

【ご意見の提出先・問合せ】所定の用紙または任意の用紙に住所・氏名（法人の場合
は法人名）のほか、区内在勤・在学の方は勤務先・学校の名称とご意見を記入し、11
月15日㈪までに郵送（必着）・ファックスまたは直接、交通対策課交通企画係

（〒160-８4８4歌舞伎町1―4―1、本庁舎7階）☎（5273）4265・㋫（3209）5595へ。
所定の用紙は上記閲覧場所のほか新宿区ホームページから取り出せます。氏名等
の個人情報は公表しません。新宿区ホームページからもご意見を受け付けます。

第11次新宿区交通安全計画

ご参加ください オンラインイベント・講座

【対象】下記①～③のいずれかに該当す
る方。下記①②の方は申請（期限は令和
4年2月2８日（必着））が必要です。
▶①新型コロナで家計が急変するな
ど、収入が児童扶養手当の支給対象と
なる水準に下がった方
▶②令和3年4月分の児童扶養手当の
受給資格はあるが、公的年金給付等を

受けていることにより、手当の支給対
象とならなかった方（令和元年分の所
得が児童扶養手当の支給制限限度額を
下回る方に限る）
▶③令和3年4月分の児童扶養手当の支給を
受けている方（申請不要。対象者は支給済み）

【問合せ】子ども家庭課育成支援係（本
庁舎2階）☎（5273）455８へ。

◆ひとり親世帯分

【対象】下記①～③のいずれかに該当す
る方。①の方は申請（期限は令和4年3
月15日（必着））が必要です。
▶①対象児童（平成15年4月2日（障害
児の場合平成13年4月2日）～令和4年
2月2８日に出生した子）の養育者で下
記のいずれかに該当する方
⃝令和3年度分の住民税均等割が非課
税で、児童手当または特別児童扶養手
当を受けていない方
⃝新型コロナで家計が急変し、令和3
年度分の住民税均等割が非課税の方と
同様の事情にあると認められる方

▶②令和3年4月分の児童手当または
特別児童扶養手当を受けている方で、
令和3年度分の住民税均等割が非課税
の方（申請不要。対象者は支給済み）
▶③新宿区で児童手当または特別児童
扶養手当の支給を受けている方で、令
和3年4月1日から令和4年2月2８日ま
でに出生した子を養育する令和3年度
分の住民税均等割が非課税である方

（ひとり親を含む。申請不要。対象者に
は順次支給）

【問合せ】子ども家庭課子ども医療・手
当係（本庁舎2階）☎（5273）4546へ。

◆ひとり親世帯以外分

● １日分の野菜がとれる!
　秋野菜を楽しむ本格カレーライスと野菜の
　かんたん常備菜を作ってみよう
　YouTubeを利用して料理講座の動画（15分程
度）を配信します（通信費等は申込者負担）。申込者
には後日、動画サイトのURLとレシピをお送りし
ます。

【配信期間】11月14日㈰まで
【対象】区内在住・在勤・在学で、YouTube動画を視
聴できる機器をお持ちの方

【メニュー】カレールウを使わない秋野菜カレーラ
イス、アチャール、キャロットラペ、野菜スープ（右写真）

【講師】北川智恵子（管理栄養士）
【申込み】11月12日㈮までに電話かファックス（5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分庁舎分館分室）☎（5273）3047・㋫（5273）3930へ。

料理が好きになる
野菜の料理講座

YouTube

　日時・会場は予定です。
【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★
□マンション大規模修繕セミナー　11
月7日㈰午後1時～5時、AP西新宿（西新宿
7）で。マンションにお住まいの方対象。
㋓無料。㋲先着50名。㋣午前9時～午後6時
に電話か電子メールでマンション大規模
修繕協議会東京西支部・松井☎0120（06８）
430・㋱mansyon@syuzenkyogikai.jp
□いきいき講演会「可能性への挑戦」に区
民3０名無料招待　12月10日㈮午後6時

15分～7時45分（午後5時45分開場）、損
害保険ジャパン本社（西新宿1）で。舞の海
秀平氏の講演。都内在住の方等対象。㋓無
料。㋲11月19日㈮までに電話で。一般申
し込みは応募者多数の場合は抽選。定員
約120名。㋣月～金曜日の午前9時～午後
5時に東京都弘済会・宮野☎（3551）1101

★サークル紹介・会員募集★
□健幸サポート栄養士セミナー　毎月
第1・第3水曜日午前10時30分～12時、
あるつクリニックPETラボ内「健脳カフ
ェ」（左門町）で。予約不要。食事での認知
症対策について栄養士がアドバイス。
㋓1,500円。㋣月～金曜日午前10時～午
後4時30分に健脳カフェ☎070（1067）
3512

【問合せ】文化観光課文化観光係（第1分庁舎6階）☎（5273）4069へ。

　幼稚園機能の入園申込みは各園で受け付けしています。詳しくは、各園へ
お問い合わせください。
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