




SUGINAMI

国勢調査の回答は、
お済みですか？
国勢調査の回答は、
お済みですか？

「臨時福祉給付金」の
 申請はお済みですか？
「臨時福祉給付金」の
 申請はお済みですか？

マイナンバー制度が始まります

【ホームページ】 内閣官房マイナンバー社会保障・税番号制度

【コールセンター】 

【区コールセンター】 電話 ０５７０－００－１１２７

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

全国共通ナビダイヤル
外国語対応（英語ほか）
ＩＰ電話等でつながらない場合は

電話 ０５７０－２０－０１７８
電話 ０５７０－２０－０２９１
電話 ０５０－３８１６－９４０５

（26カ国語に対応しています）

（月～金曜日午前９時３０分～午後８時。土・日曜日、祝日は５時３０分まで。年末年始を除く）

（月～金曜日午前８時３０分～午後５時。土・日曜日、祝日午前９時～午後８時。年末年始を除く。
英語、中国語、韓国語にも対応しています）

◇制度の主なメリット マイナンバー制度の
スケジュール

問い合わせ

専用コールセンター
その他

マイナンバー（社会保障・税番号）制度とは、住民票を有する全ての方が１２桁のマイナンバー（個人番号）を持つ
ことで、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることの確認を行う社会基盤となる制度です。社
会保障・税・災害対策の分野で行政の効率性と透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会の実
現を図ります。住民票のある外国人の方にもマイナンバーは通知されます。

児童手当の現況届などの社会保障分野、税務署に提出する確定申告や法
定調書の提出などの税分野、さらには被災者生活再建支援金の支給など
の災害対策分野での手続きの際、マイナンバーを各種申請書等に記入す
ることで住民票や所得証明書などの書類を添付する必要がなくなり、手続
きが簡単になります。

国勢調査は、統計法に基づき実施される統計調査
で、国籍に関係なく日本に住んでいる全ての人が対
象です。インターネットで回答のなかった世帯には、
９月２６日から調査員が紙の調査票を配布していま
すので、１０月７日までに郵送で回答してください。

「臨時福祉給付金」を受給するためには、申請が必要です。申請書は８
月２４日に発送しています。支給対象に該当する方は、申請書に必要事
項を記入し、必要書類を添付して、返信専用封筒で郵送してください。

◇申請はお早めに
申請の受付期限は２０１６年１月８日です。
区は、申請された内容を審査し、結果を郵送でお知らせします。支給
対象に該当した方の給付金は、申請書に記載されたご指定の口座
へ振り込みます。申請書をいただいてから振り込みまで２カ月程度
を要します。

東京都外国人相談電話（英語）

電話 ０３－５３２０－７８９２

電話 ０１２０－００－９２９２

マイナンバー制度の詳細な情報については
下記ホームページまたはコールセンターでご確認ください。

○2015年10月末～11月末ごろに住民票
の住所地宛てに、マイナンバーを記載した
「通知カード」を転送不要の簡易書留で世帯
ごとに送付します。

○２０１６年１月以降、申請により「個人番号
カード」を交付します。個人番号カードには、
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記
載され、顔写真付きの本人確認書類としてご
利用になれます。

○２０１７年１月以降、マイナポータル（行政
機関等がマイナンバーのついた自分の情報
を「いつ・どこと」やりとりしたのかを自宅のパ
ソコン等で確認できるシステム）が利用でき
る予定です。マイナポータルを利用するため
には、「個人番号カード」が必要です。

国勢調査キャンペーンサイト

http://kokusei2015.stat.go.jp/

（申請書を紛失した、書き方が分からないなど）

（１０月１日（木）～５日（月）・７日（水）～９日（金）・
１４日（水）～１６日（金）午前９時３０分～正午、午後１時～５時）

（月～金曜日午前８時３０分～午後５時３０分。祝日、年末年始を除く）
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世界的ピアニストの山下洋輔が阿佐ケ谷神明宮
に登場。今年は「山下洋輔ニューヨークトリオ」と
して出演します。また、テレビでもおなじみの大
橋巨泉が、娘の大橋美加と父娘でジャズ＆トー
ク。豊田チカやアカペラジャズのトライトーンな
ど、素晴らしいプレイヤーが阿佐谷ジャズスト
リートならではのジャズをお届けします。

阿佐谷ジャズストリート2015

杉並区交流協会のお知らせ

１０月２3日（金）・２4日（土）

★申し込み・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

●共通パスポート券＝２日券４５００円（前売り３８００円） １日券３０００円（前売り２８００円）

コミュかるショップ（区役所中棟1階）、ローソンチケット、JTBレジャーチケット、新星
堂阿佐ケ谷店、会場周辺のファミリーマートほか

ファクスにボランティア希望、郵便番号・住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、参加
可能日を書いて、１０月５日までに同委員会ファクス０３－５３０５－５０７４へ。
同委員会ホームページhttp://www.asagayajazzst.comからも申し込み可。

◇パブリック会場（有料）…新東京会館ほか全１３カ所

◇ストリート会場（無料）
…JR阿佐ケ谷駅前、区役所、阿佐谷パールセンターほか約１０カ所

◇ジャズバラエティ会場（別料金）
…ライブハウス、レストラン、喫茶店ほか約３０カ所

会場のご案内

◇当日のボランティア募集（1日でも可）

 １０月１６日(金)正午
 区役所中棟玄関前（青梅街道側）
 出演＝小田陽子、上保一恵ほか
 当日、直接会場へ
 阿佐谷ジャズストリート実行委員会　電話

◇プレイベントジャズコンサート

その他

チケット販売所

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。

杉並区役所１階にあるコミュかるショップで、「なみすけフェア」を開催します。１０月１日の
なみすけの誕生日を記念して、新しいなみすけグッズを発表します。ぜひご来店ください！

◇なみすけフェア

【日　 時】 １０月１日(水)～9日（金）
【場　 所】 コミュかるショップ（区役所中棟1階）
【コミュかるショップ営業時間】 月～金曜日午前９時～午後４時３０分

杉並区の年に一度のお祭り、すぎなみフェスタに参加します。杉並区交流協会ではな
みすけグッズの販売や、世界の食文化を紹介するテントを出展します。

フィンランドについての講義や展示など、内容盛りだくさんのイベントです！
みんなで楽しいフィンランドな1日を過ごしましょう！

◇すぎなみフェスタに出展します！

◇海外文化セミナー～フィンランド（Foreign Culture Seminar）

【日　 時】 １１月７日（土）午前１０時～午後３時３０分。８日（日）午前１０時～午後３時
【場　 所】 桃井原っぱ公園（桃井３－８－１）
【申し込み】 当日、直接会場へ

ボランティア通訳が外国人の皆さんの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。気軽に窓口までお越しください。

◇外国人サポートデスク【Support Desk for Foreign Residents】

【日　 時】 毎週月･金曜日 午前９時～正午、午後１時～４時(祝日、年末年始は除く)
【場　 所】 区政相談課　
【言　 語】 ①英　語＝毎週月曜日 午後１時～４時、毎週金曜日 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

▲山下洋輔ニューヨークトリオ

▲大橋美加＆大橋巨泉

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。

外国人学校に通学する児童・生徒の
保護者の方へ

２０１４年４月以降、区立小中学校に通学している外国籍の保護者を対象
に、お子さんの学校生活や学習に関することを中心に、困っていることや
心配していることを話し合い、交流を深めます。

外国人児童・生徒保護者懇談会

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】
　 月～金曜日…午後7時30分～10時30分（受け付けは午後10時まで）＝小児科
　 　　土曜日…午後5時～10時（受け付けは午後9時30分まで）＝内科・小児科・外科・耳鼻咽喉科
　 日曜日・祝日
　 年 末年始…午前9時～午後10時（受け付けは午後9時30分まで）＝内科・小児科・外科・耳鼻咽喉科

■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…午前９時～午後５時（受け付けは午後４時まで）

■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】 03－3423－9909
　【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

【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・年末年始はお休みします。

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。
【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

東京都保健医療情報センター 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・ハングル・タイ語・スペイン語で応じます。

【相談日時】 毎日午前9時～午後8時
【電話】 03-5285-8181

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」 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。
【英語版ホームページ】

医療相談
の窓口

山下洋輔ニューヨークトリオ、豊田チカ、飯田さつき、
Gentle Forest5＆sisters、uno（ニュー・スパニッ
シュ・デュオ）、上保一恵・KAYO＆マリア・エヴァほか

大橋美加＆大橋巨泉、峰厚介スーパーセッション、白石啓太＆ラテンカルナヴァル、纐纈
歩美、トライトーン、立石一海トリオ、小田陽子＆エスタシオン、東京ブラススタイルほか

◇２３日（金）

◇２４日（土）

内容（出演）

http://www.asagayajazzst.com
【ホームページ】

１０月６日（火）午前１０時～１１時３０分
区役所第６会議室（西棟６階）
２０１４年４月以降、区立小中学校に通学している外国人児童・生徒の保護者
無料
電話で、または区立学校で配布した申込書をファクスで、
済美教育センター教育指導係

電話03-3311-0021 ファクス03-3311-0402
同係

【日　 時】 １２月５日（土）午後１時～４時３０分
【場　 所】 高井戸地域区民センター（高井戸東３－７－５）
【定　 員】 １００名（申込順）
詳細は杉並区交流協会まで。詳細が決まり次第、HPなどに掲載します。

【対象】次の全ての要件を満たすこと
 ①学校教育法に基づく認可を受けた外国人学校に、義務教育相当年齢の児童・生徒
    を通学させている
 ②児童・生徒が、杉並区の住民基本台帳に記載されていて、保護者と同一世帯である
 ③児童・生徒または児童・生徒と同一世帯の父母（どちらか一方でも可）のいずれか
    が、日本国籍以外である
 ④授業料を納付している
【補助金額】 月額７０００円
 前期（４～９月分）と後期（１０～３月分）の２回に分けて申請により交付します。
【申請方法】 各学校により申請方法が異なります。詳細は、お問い合わせください。
【問い合わせ】 区民生活部管理課
※学校教育法に基づく認可を受けた外国人学校かは、通学している学校に確認
してください。

【 日    時 】
【 場    所 】
【 内    容 】
【申し込み】
【問い合わせ】

【 日    時 】
【 場    所 】
【 対    象 】
【参 加 費】
【申し込み】

【問い合わせ】

03-5305-5075
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