




February 1 (Thursday), 2018 No.1866

Issued on the 1st of even-numbered months

Suginami City Population
(as of January 1, 2018)
Total population ................. 564,489
Foreign residents ...................16,352

引っ越しで住所が変わった場合などは、区役所への届け出が必要です。
◇住民票の住所変更などの届け出
　住所や世帯に変更があった場合は、届け出期間内に届け出てください。届け出は本人か世帯主または本人が記載した委任状を持参した代理人が、
区民事務所、区民課区民係（区役所東棟１階）で行ってください。
　届け出の種類や期間については、表１をご覧ください。

表１　住民基本台帳の届け出　※届け出の際は本人確認のため、在留カードまたは特別永住者証明書等をお持ちください。

◇区役所１階区民課窓口の混雑状況をリアルタイムでお知らせしています
　区ホームページで、混雑の状況や書類発行の完成状況が、スマートフォン・携帯電話・パソコンで、受付・交付窓口情報案内（下記 QR コード
または http://www14.voicecall.jp/vcneo/index.php?sid=10031135152）から確認できます。来庁日時の検討や、所要時間の目安を
知りたいときにお役立てください（日本語のみ）。

◇届け出・手続きにはお近くの区民事務所が便利です
　３・４月は、就職や転勤などで引っ越しする方が増え、区役所本庁舎の窓口は大変混み合います。
　区内６カ所にある区民事務所でも転入・転出などの住所の届け出とそれに伴う各手続き、住民票の写し、印鑑登録証明書などの発行を行ってい
ます。混雑を避けるためにも、お近くの区民事務所をご利用ください。
　また、日本語が話せない方は、日本語を話せる方と一緒に窓口にお越しいただくと、手続きがスムーズです。

問い合わせおよび受け付け窓口　※いずれも、日曜日、祝日を除く。

届け出の種類 届け出期間 届け出に必要なもの

転入届
（新たに杉並区に引っ越ししてきた場合）

転居届

（杉並区内で引っ越しした場合）

転出届
（杉並区外に引っ越しする場合）

世帯変更届
（世帯や世帯主の変更があった場合）

世帯主との続柄の変更があった場合の届け出

中長期在留者等になった場合の届け出

窓口 電話 所在地 月～金曜日 平日夜間・土曜日

区民課区民係 ０３－３３１２－２１１１ 阿佐谷南１－１５－１区役所東棟1階 第１・３・５土曜日、午前９時～午後５時

井草区民事務所 ０３－３３９４－０４６１ 下井草４－３０－２

西荻区民事務所 ０３－３３０１－０９８０ 西荻北２－２－１松岡西荻ビル４階

高円寺区民事務所 ０３－３３１７－６５６０ 梅里１－２２－３２セシオン杉並１階

高井戸区民事務所 ０３－３３３３－５３９５ 高井戸西２－１－２６京王リトナード高井戸２階

永福和泉区民事務所 ０３－５３００－９３１０ 和泉３－８－１８永福和泉地域区民センター３階

荻窪区民事務所 ０３－３３９２－８８４６ 上荻１－２－１インテグラルタワー２階

午前８時３０分

～午後５時

毎週水曜日、午後５時～７時

第２・４土曜日、午前９時～午後５時

・ 旧住所地の区市町村長が発行した転出証明書（国外から
転入した方は、転入する方全員分のパスポート）

・ 中長期在留者は在留カード、特別永住者は特別永住者証
明書（転入する方全員分）

・ 通知カードまたは個人番号カード、住民基本台帳カード
（国外から転入した方は除く）

新しい住所に住み始
めてから１４日以内

新しい住所に住み始
めてから１４日以内

転出を予定している
日まで

中長期在留者等に
なってから
１４日以内

変更があってから
１４日以内

変更があってから
１４日以内

・ 杉並区発行の保険証や医療証など（持っている方のみ）

・ 中長期在留者は在留カード、特別永住者は特別永住者証
明書（転居する方全員分）

・ 通知カードまたは個人番号カード、住民基本台帳カード

・ 杉並区発行の保険証や医療証など（持っている方のみ）

・ 通知カードまたは個人番号カード、住民基本台帳カード

・ 杉並区発行の保険証や医療証など（持っている方のみ）

・ 世帯主との続柄を証明する公的な文書

・ 中長期在留者は在留カード、特別永住者は特別永住者証
明書（該当する方全員分）

・ パスポート（持っている方のみ）

引っ越しの季節を迎えます～届け出や手続きをお忘れなく



　杉並区交流協会では、外国人の方が気軽に参加でき、日本人をはじめ多くの
外国人の方と楽しく交流できるイベントをたくさん企画しています。皆さんも、
ぜひご参加ください。

杉並区交流協会のお知らせ

　区では、外国人学校に通学する児童生徒の保護者に、授業料などの負担を軽減するために補助金を交付しています。
【要　件】次の全てを満たす必要があります

① 学校教育法に基づく認可を受けた外国人学校に、義務教育年齢に該当する児童生徒を通学させている
② 児童生徒および保護者が区内に住所を有し、同一世帯である
③ 児童生徒または児童生徒の父もしくは母が、日本国籍を有していない
④ 授業料を納付している
⑤ 保護者のうち、所得金額が高い方の２８年中（１～１２月）の所得金額（※）から、表２で該当する

控除額を差し引いた後の金額が、表１の限度額未満である
※所得金額とは、給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄、確定申告をした方は確定申告書
　の「所得金額」欄の金額です。
【補助金額】月額７０００円 × 学校の在籍月数
【申請時期】下期（１０～３月）分＝２月２８日まで
【申請方法】学校により申請方法が異なります。詳細は、区民生活部管理課庶務係までお問い合わせください
※学校教育法に基づく認可を受けた外国人学校かどうかは、通学している学校に確認してください。
【問い合わせ】区民生活部管理課庶務係

◇ 日本語スピーチ大会　観覧者募集
　日本で暮らしている外国人の方が感じたこと、体験したこと、出身国のことなど
について日本語で発表します。お気軽にご参加ください。当日は津軽三味線と和太
鼓の演奏も行います。ネパールの子どもたちによるスピーチ・ダンスもあります。
【日　時】 ３月３日（土）午後１時３０分～５時
【場　所】 座・高円寺（高円寺北２－１－２）
【内　容】 出演＝匹田大智（津軽三味線）、橋口隆之（和太鼓）、金刺由大（和太鼓）
【募集人数】 ２００名（申込順）
【費　用】 無料
【申し込み】 電話・ハガキ・ファクス・Eメールに行事名・住所・氏名（フリガナ）・

電話番号・国籍を書いて、杉並区交流協会

◇ 杉並区交流協会ホームページとFacebook
　杉並区交流協会のホームページや Facebook をぜひご覧ください。
　杉並区交流協会の主催イベントや区内の日本語教室、杉並区の交流自治体の
情報などを載せています。杉並区在住の外国人の方には、無料でイベント情報
や区内の便利な情報を郵送します。登録はホームページからできます。

杉並区の急病診療窓口（日本語対応のみ） まずは、電話でご相談ください。相談の結果、受診する場合は、健康保険証・医療証を必ず持参してください。
■ 杉並区休日等夜間急病診療所
【電話】 ０３－３３９１－１５９９ 【場所】 荻窪５－２０－１杉並保健所２階
【診療時間・科目】（いずれも受付終了時間は診療終了時間の３０分前まで）
月～金曜日 … 午後７時３０分～１０時３０分＝小児科
土曜日 … 午後５時～１０時＝内科・小児科・耳鼻咽喉科
 … 午前９時～午後１０時（外科は午後５時まで）＝内科・小児科・外科・耳鼻咽喉科

■ 杉並区急病医療情報センター　※医療機関案内・医療相談を受け付けています。
【電話】 ＃７３９９ または ０３－５３４７－２２５２
【案内・相談時間】 月～金曜日 … 午後８時～翌日午前９時
　  　　　　　　     土・日曜日、祝日、年末年始… 午前９時～翌日午前９時

■ 杉並区歯科保健医療センター（歯科休日急病診療）
【電話】 ０３－３３９８－５６６６ 【場所】 荻窪５－２０－１杉並保健所５階
【診療時間】 日曜日、祝日、年末年始の午前９時～午後５時（受け付けは午後４時まで）

日曜日・祝日 
年末年始

医療相談
の窓口

東京都保健医療情報センター 【相談日時】毎日午前９時～午後８時
【電話】０３ー５２８５ー８１８１

【英語版ホームページ】http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13enmnlt.asp東京都医療機関案内サービス「ひまわり」

外国語で診療を受けることができる医療機関や、日本の医療制度についての
問い合わせに、英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語で応じます。

ホームページで、住所や最寄りの駅から医療機関を探すことができます。

◆ 外国人相談を実施しています ◆
区内在住の外国人の日常生活や区政に対する相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。

【日　時】  英語＝毎週火曜日午前９時～正午、毎週木曜日午後１時～４時、
 中国語＝毎週火曜日午後１時～４時、毎週木曜日午前９時～正午
 ※祝日・年末年始は除く。
【場　所】  区政相談課（区役所東棟１階 〈内線１１２９〉）
【その他】 電話による相談もできます

申し込み、詳細の問い合わせは、杉並区交流協会へ。
【住　所】 〒１６６－０００４ 阿佐谷南１－１４－２みなみ阿佐ケ谷ビル５階
【電　話】  ０３－５３７８－８８３３
【ファクス】 ０３－５３７８－８８４４
【Ｅメール】 info@suginami-kouryu.org
【ホームページ】 http://www.suginami-kouryu.org/
【Facebook】  http://www.facebook.com/suginami.kouryu

【日　時】 毎週月･金曜日午前９時～正午、午後１時～４時（祝日、年末年始を除く）
【場　所】 区政相談課（区役所東棟１階） 
【言　語】 ①英語＝毎週月曜日午後１時～４時、金曜日午前９時～正午
 ②中国語＝毎週月曜日午前９時～正午、第１·３·５金曜日午後１時～４時
 ③韓国語＝第２·４金曜日午後１時～４時
【相談方法】 来所・電話（区政相談課〈区役所東棟１階・内線１１２９〉）
        ・文書（郵送・ファクス・E メール）
【費　用】 無料

◇ 外国人サポートデスク【Support Desk for Foreign Residents】
　ボランティア通訳が区役所での手続きをサポートします。英語・中国語・韓
国語で対応しています。お気軽に窓口までお越しください。

▲金刺由大▲匹田大智 ▲橋口隆之

環境学習に参加しませんか
　ごみ・資源の分け方・出し方を分かりやすくお知らせする２０
１８年度版「ごみ・資源の収集カレンダー」（日本語版）を全世帯（事
業所を含む）のポスト（マンション・アパートの各部屋のポスト
を含む）へ直接投函します。
　これを機会に、もう一度ごみ・資源の分別をご確認の上、正し
い分別にご協力をお願いします。
　外国語版「ごみ・資源の分け方・出し方」（中国語、韓国語・朝鮮語、
英語）は、下記の問い合わせ先のほか、区民課区民係（区役所東
棟１階）、区民事務所、宮前図書館（宮前５－５－２７）、桜上水
北図書サービスコーナー（下高井戸１－２４－１５）で配布して
いますので、ご利用ください。
【問い合わせ】ごみ減量対策課、杉並清掃事務所
【電話】０３－３３９２－７２８１、
同事務所方南支所【電話】０３－３３２３－４５７１

ごみ・資源の収集カレンダーを直接ポストへ配布
　ごみや環境問題、リサイクルに関心を持ってもらうために、杉並
清掃事務所では環境学習を実施しています。
　ごみの分別やリサイクルの大切さを清掃職員と一緒に楽しく勉強
できます。外国人の方にもわかりやすく説明します。
　屋外で広い場所があれば収集体験もできます。
　内容、時間などはご相談ください。

【問い合わせ】杉並清掃事務所
【電話】 ０３－３３９２－７２８１、
同事務所方南支所
【電話】 ０３－３３２３－４５７１

外国人学校に通学する児童生徒の保護者の方へ 扶養人数（税法上） 限度額
0人 ６２２万円

1人 ６６０万円

2人 ６９８万円

3人 ７３６万円

4人以上 以下1人増すごとに３８万円加算

表１　限度額

控除の種類 控除額
一律控除 ８万円

勤労学生控除 ２７万円

寡婦・寡夫控除 ２７万円

特別寡婦控除 ３５万円

障害者控除（1人につき） ２７万円

特別障害者控除（1人につき） ４０万円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額

表２　所得金額からの控除額

※老人控除対象配偶者または老人扶養親族は、限度額に１人につき
６万円加算します。

地域によって収集の曜日が異なります


