
 生活・環境
生産緑地地区の面積要件を引き下げました

　6月15日に施行された生産緑地法の一部改正によ
り、これまで500㎡以上としていた生産緑地地区の
下限面積を自治体が条例を制定することで、300㎡
以上500㎡未満で定めることが可能になりました。
　それに伴い、区では、潤いのある豊かな都市をつ
くり、災害時の避難場所としての役割も担う、都市
農地の保全を図るため、「杉並区生産緑地地区を定め
ることができる農地等の区域の規模に関する条件を
定める条例」を制定し、生産緑地地区の下限面積を
300㎡以上に引き下げました。
　引き下げに伴い、新たに対象となる農地を、生産緑
地地区に指定するための申請を受け付けます。指定条
件などの詳細については、お問い合わせください。
問都市計画課土地利用計画担当

 施設情報
図書館の臨時休館

　区立図書館では、特別整理（蔵書点検）を行うた
め（宮前図書館は外壁工事も併せて実施）、下表のと
おり臨時休館します。臨時休館中、当該図書館の本な
どは通常通り予約できますが、貸し出しまでに時間が
かかる場合があります。
問各図書館

図書館 休館日

宮前図書館☎︎ 3333-5166 30年1月11日㈭～18日㈭

高円寺図書館☎︎ 3316-2421 30年1月22日㈪～25日㈭

※宮前図書館に設置している「証明書自動交付機」は、臨
時休館中使用できません。

区役所地下駐車場のリニューアル工事

　30年3月15日まで、区役所地下駐車場内機械式駐車
場のリニューアル工事を行っています。
　工事期間中は、駐車可能台数が減るため、できる

限り公共交通機関をご利用ください。
問経理課庁舎管理係

 採用情報　※応募書類は返却しません。

消費生活相談員（嘱託員）

内消費生活に関する相談および普及啓発業務（パソ
コン業務あり）▶勤務期間＝30年4月1日～31年3月31
日（5回まで更新可。ただし、65歳に達した年度末で
退職）▶勤務日時＝月16日。月～金曜日、午前8時30
分～午後5時15分（祝日を除く）▶勤務場所＝消費者
センター（天沼3-19-16ウェルファーム杉並3階）▶資
格＝消費生活相談員（国家資格）または消費生活専門
相談員・消費生活アドバイザー・消費生活コンサルタ
ントのいずれかの資格を有し、23年4月1日以降1年以
上の相談事務経験がある方もしくは内閣総理大臣が指
定する機関が実施した指定講習会の課程を修了した方
▶募集人数＝若干名▶報酬＝月額21万1700円～23万
8000円（29年度実績）▶その他＝有給休暇あり。社
会保険加入。交通費支給（上限あり） 　申履歴書に志
望動機（Ａ4判。横書き1000字程度）と資格を確認で
きる書類の写しを添えて、30年1月15日（必着）まで
に消費者センター（〒167-0051荻窪5-15-13あんさん
ぶる荻窪3階）へ郵送・持参　問同センター☎︎ 3398-
3141　他書類選考合格者には面接を実施（１月下旬
を予定）

非常勤嘱託員（郷土博物館担当）

内資料の収集・保管・展示など（パソコン事務あり）
▶勤務期間＝30年4月1日～31年3月31日（5回まで更
新可。ただし、65歳に達した年度末で退職）▶勤務
日時＝月16日。午前8時30分～午後5時15分（土・日
曜日、祝日の勤務あり）▶勤務場所＝郷土博物館▶資
格＝大学を卒業し、学芸員資格を有している方（30
年3月末日までに取得見込みも可）▶募集人数＝若干
名▶報酬＝月額18万2600円～21万8500円（29年度
実績）▶その他＝有給休暇あり。社会保険加入。交
通費支給（上限あり）　申申込書（郷土博物館ホーム
ページから取り出せます）に作文「地域博物館におけ
る学芸員の役割」（1000～1200字）を添えて、30年
1月15日（必着）までに郷土博物館（〒168-0061大
宮1-20-8）へ郵送・持参（持参は月曜日、12月21日、
年末年始を除く）　問同館☎︎3317-0841　他書類選考
合格者には面接を実施（2月2日を予定）　

チャレンジ雇用（知的・精神障害者対象）

　チャレンジ雇用職員として事務補助に従事します。
内勤務期間＝30年5月1日～31年3月31日（2回まで更

新可）▶勤務日時＝原則、月～金曜日、午前9時～午
後4時（祝日、年末年始を除く）▶勤務場所＝区役所

（出先事業所を含む）▶資格＝次の要件を全て満たす
方①区内在住②愛の手帳の交付を受けている、または
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、主治
医が一般就労が可能な状態と認めている③チャレンジ
雇用職員として一般就労を目指している④杉並区障害
者雇用支援事業団（ワークサポート杉並）に登録して
いる▶募集人数＝若干名▶報酬＝時給960円（29年度
実績）▶その他＝有給休暇あり。社会保険加入（勤務
条件による）。交通費支給（上限あり）　申申込書（障
害者生活支援課就労支援担当〈区役所中棟2階〉で配
布。区ホームページからも取り出せます）に支援経歴
書を添えて、30年2月1日～9日午後5時に同担当へ本
人が持参　問同担当　他30年1月11日㈭午前9時30分
～11時15分に見学会・説明会を開催（電話または直
接、1月10日までに同担当）

特別支援教育課（嘱託員）

①教育相談員（心理職）
内教育相談業務、適応指導教室における不登校相談
支援業務▶勤務場所＝特別支援教育課または適応指
導教室▶資格＝臨床心理士（臨床心理学系の資格を
含む）または社会福祉士（いずれも取得見込み含む）
▶報酬＝月額21万1700円程度（29年度実績）
②スクールソーシャルワーカー
内スクールソーシャルワーク業務▶勤務場所＝特別支
援教育課または済美教育センター▶資格＝社会福祉
士、臨床心理士、精神保健福祉士のいずれか（いず
れも取得見込み含む）▶報酬＝月額21万1700円程度

（29年度実績）
③ 区適応指導教室（さざんかステップアップ教室）
教育指導員
内教育指導業務▶勤務場所＝区内適応指導教室４カ
所のうちいずれか▶資格＝小学校教員（全科）または
中学校教員（英語・数学・国語・理科・社会）免許
状取得者（いずれも取得見込み含む）▶報酬＝月額
18万2600円程度（29年度実績）

いずれも 
▶勤務期間＝30年4月1日～31年3月31日（５回ま
で更新可。ただし、65歳に達した年度末で退職）
▶勤務日時＝月16日。午前8時30分～午後5時15
分▶募集人数＝若干名▶その他＝有給休暇あり。
社会保険加入。交通費支給（上限あり）　申履歴書
を、30年1月9日（必着）までに特別支援教育課相
談係（〒166-0013堀ノ内2-5-26済美教育センター
内）へ郵送・持参　問同係☎︎ 3311-1921　他書類
選考合格者には面接を実施

SUGINAMI  INFORMATION

区からのお知らせ

保健センター名 子育て相談・交流 母親学級
（予約制）

平日パパママ学級
（予約制） 離乳食講習会 乳幼児歯科相談
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歯みがきデビュー教室

（予約制）
栄養・食生活相談

（予約制）
ものわすれ相談

（予約制）
心の健康相談
（予約制）
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高井戸
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※1  杉並区に転入し、妊婦・乳幼児健診受診票、予防接種予診票が必要な方は、各保健センターまたは子育て支援課母子保健係（区役所東棟3階）へ。
※2  ベビーカー等の盗難が発生しています。会場は狭いためベビーカーで回ることができません。チェーン錠をつけるなど各自でご注意ください。

30年1月の各種健康相談（予約制）の記載があるものの申し込みは、各保健センターへ。
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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス



※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。	 杉並区役所		☎3312-2111（代表）	〒166-8570阿佐谷南1-15-1
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

区立小中学校介助員（パートタイマー）

内知的障害・身体障害・発達障害等のある児童・生
徒の学校生活における安全管理および介助▶勤務期
間＝30年4月1日～31年3月31日（2回まで更新可）▶
勤務日時＝月～金曜日、午前8時30分～午後3時15分

（長期休業期間を除く）▶勤務場所＝区立小中学校の
特別支援学級または通常の学級▶募集人数＝若干名
▶報酬＝時給1170円～（29年度実績）▶その他＝有
給休暇あり。社会保険加入。交通費支給（上限あり）　
申履歴書にボランティアなどの経験も書いて、30年1
月15日（必着）までに特別支援教育課計画係（〒166-
0013堀ノ内2-5-26済美教育センター内）へ郵送・持
参　問同係☎︎3311-1921　他書類選考合格者には面
接を実施

区立子供園介助員（①パートタイマー②短時間保育
児対応アルバイト③長時間保育児対応アルバイト）

内軽度の障害がある幼児の園生活における安全管
理・介助および保育補助▶勤務期間＝①30年4月1
日から1年（5回まで更新可）②4月1日から6カ月③
4月1日から1年▶勤務日時＝①週5日②月20日以内。
月～金曜日、午前8時30分～午後3時15分③月20日
以内。月～土曜日、午前8時30分～午後5時15分／
いずれも祝日を除く▶勤務場所＝区立子供園▶資格
＝幼稚園教諭免許、保育士資格取得者または保育や
介助・実習・子育てなどで幼児と関わった経験のあ
る方▶募集人数＝各若干名▶報酬（時給）＝①有資
格者＝1270円、無資格者＝1170円②③有資格者＝
1130円、無資格者＝1050円▶その他＝有給休暇あ
り（②を除く）。社会保険加入。交通費支給（上限
あり）　申履歴書を、1月17日午後5時（必着）まで
に保育課子供園・幼稚園担当（区役所東棟3階）へ
郵送・持参　問同担当　他⑴履歴書には、希望職
種・勤務可能期間・志望動機を記入⑵杉並区役所関
係のパート・アルバイト経験者は、職歴に記入⑶幼
稚園教諭免許状、保育士証を持つ方は写しを提出⑷
書類選考合格者には面接を実施⑸最終合格後、健康
診断書を提出

 募集します
地域運営学校の学校運営協議会委員

内30年4月から学校運営協議会に出席（月1回程度）
など▶募集校・人数＝八成小学校 （井草2-25-4）・高
南中学校 （和田3-40-10）・松ノ木小学校（松ノ木1-2-
26）＝4名、方南小学校（方南1-52-14）＝3名、杉並
第一小学校（阿佐谷北1-5-27）・東田小学校（成田東
1-21-1）・高井戸東小学校（高井戸東1-12-1）＝2名、
堀之内小学校（堀ノ内3-24-11）・久我山小学校（久我
山5-18-7）・高井戸小学校（高井戸西2-2-1）・天沼小
学校（天沼2-46-3）・和田中学校（和田2-21-8）・向陽
中学校（下高井戸3-24-1）＝1名▶資格＝募集校の通
学区域または隣接する通学区域に在住・在勤・在学
で、30年4月1日現在18歳以上の方▶報酬＝ 4000円

（協議会出席1回につき）　申  申込書（学校支援課〈区
役所東棟6階〉、募集校で配布。区ホームページから
も取り出せます）に作文「学校運営協議会委員を志望
する理由」（800字程度）を添えて、30年1月15日午
後5時（必着）までに同課へ郵送・持参　問同課　他  

書類選考合格者には面接を実施（1月下旬）。応募書
類は返却しません

荻窪地域区民センター協議会委員

内任期＝30年4月1日～33年3月31日▶募集人数＝若
干名▶報酬＝交通費程度　対荻窪地域区民センター
および本天沼区民集会所の地域内に在住の方　申
申込書（荻窪地域区民センター、本天沼区民集会所

〈本天沼2-12-10〉で配布）を、30年1月24日（必着）
までに荻窪地域区民センター協議会事務局（〒167-
0051荻窪2-34-20）へ郵送・持参　問同事務局☎︎
3398-9127　他書類選考合格者には面接を実施。応
募書類は返却しません

杉並区障害者団体連合会職員（嘱託職員） 

内事務局業務、交流館の管理運営業務▶勤務期間＝
30年4月1日～31年3月31日（更新可。ただし、65歳
に達した年度末で退職）▶勤務日時＝月16日（土・日
曜日、祝日を含むローテーション勤務）。午前8時30
分～午後5時15分（午後9時までの夜間勤務あり）▶
勤務場所＝高円寺障害者交流館▶募集人数＝1名▶報
酬＝月額20万2000円（29年度実績）▶その他＝有給
休暇あり。社会保険加入。交通費支給　申履歴書を、
1月16日午後5時（必着）までに杉並区障害者団体連
合会事務局（〒166-0003高円寺南2-24-18高円寺障
害者交流館内）へ郵送・持参　問同事務局☎︎5306-
2627（午前8時30分～午後5時。第3月曜日を除く）　　
他書類選考合格者には面接を実施。応募書類は返却
しません

家庭福祉員グループの保育補助者

内勤務場所＝和泉4-42-5方南会館2階▶資格＝保育士
の資格を有する方▶募集人数＝2名程度　申 問電話
で、家庭福祉員グループ「ぴーかーぶぅ」代表・森
田☎︎3311-4141　他勤務条件などの詳細はお問い合
わせください

杉並区スポーツ推進委員

  スポーツ・運動を通した「区民の健康づくりや絆のあ
るまちづくり」を目指して、地域でのスポーツ活動やイ
ベントの企画・運営などを行います。
内任期＝30年4月1日～32年3月31日▶募集人数＝50
名▶報酬＝月額8000円　対区内在住で30年4月1日現
在満20歳以上の方　申申込書（スポーツ振興課〈区
役所東棟6階〉、区体育施設などで配布。区ホーム
ページからも取り出せます）に作文を添えて、30年1
月15日午後5時（必着）までに同課へ郵送・持参　問
同課　他活動内容や作文のテーマは募集要項参照

 相談
年始の専門相談の予約受付日を変更します

　30年1月4日㈭・5日㈮の専門相談（法律、税務相
談）の予約は、2週間前の同一曜日から受け付けます。
問区政相談課

住まいの修繕・増改築無料相談

　高齢者や障害者のためのバリアフリー工事・自宅の
リフォームなど、住宅の修繕や増改築についての相談
に、経験豊かな区内建設業者が応じます。

時月・金曜日午後1時～4時（祝日、12月22日～30年
1月4日を除く）　場区役所1階ロビー　問住宅課

シニアのための就業・起業・地域活動個別相談

時30年1月13日㈯午前9時～午後5時（1人45分程度）　
場ゆうゆう高円寺南館（高円寺南4-44-11）　対区内
在住・在勤でおおむね55歳以上の方　申 問電話で、
ゆうゆう高円寺南館☎︎5378-8179

 その他
ジェネリック医薬品差額通知を送付します（後
期高齢者医療制度）

　現在処方されている薬をジェネリック医薬品へ切り
替えた場合、自己負担額をどれくらい軽減できるかが
分かるジェネリック医薬品差額通知を、対象となる方
へ12月中旬に送付します（被保険者全員に送付する
ものではありません）。
ジェネリック医薬品とは
　先発医薬品の特許期間終了後に製造されるため、
先発医薬品と比べて価格が安くなっていますが、新薬
と同一の有効成分を同一量含み、有効性や品質、安
全性が同等な医薬品です。
対生活習慣病等の医薬品が処方されていて、ジェネ
リック医薬品に切り替えることで薬代が一定額以上軽
減されると見込まれる方　問ジェネリック医薬品差額
通知サポートデスク☎︎0120-527-984（12月19日～30
年1月31日〈平日午前9時～午後5時〉）、東京都後期
高齢者医療広域連合点検係☎︎3222-4513

　11月に実施した、区内の空間放射線量率および区立小中学校・保育園等
の給食食材の放射能濃度測定の結果、特に異常はありませんでした。詳細
は、区ホームページでご覧になれます。
問空間放射線量率の測定については、環境課放射能対策担当。区立小中学
校・保育園等の給食食材の放射能濃度測定については、学務課・保育課。放
射能濃度測定の方法については、杉並保健所生活衛生課☎︎3391-1991

区内空間放射線量等測定結果

審議会等のお知らせ

生活安全協議会
時12月19日㈫午後1時30分～3時30分　場区役
所分庁舎（成田東4-36-13）　内安全で快適なま
ちをつくるための環境美化・防犯などについて　
問環境課

　杉並・荻窪税務署では、29年分の確定申告書作成会場を30年2月13日㈫に
開設します。2月9日㈮以前は、税務署に確定申告書作成会場はありませんの
で、ご注意ください。
　また、国税庁ホームページでは、税に関するさまざまな情報を掲載してい
ますので、ご覧ください。
　なお、29年分確定申告から、医療費控除については領収書の提出に代え
て、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
問杉並税務署☎︎3313-1131、荻窪税務署☎︎3392-1111

29年分確定申告について

◇日本赤十字社での受け付け
【受付期間】12月25日㈪まで
【入金方法】「ゆうちょ銀行 口座記号番号

00120-5-220 口座加入者名 日本赤十字社」
へ振り込み
※通信欄に「イラン・イラク地震」と記入。

受領証の発行は、併せて「受領証希望」
と記入。

◇区役所にも救援金箱を設置します
【設置期間】12月25日㈪まで
【設置場所】保健福祉部管理課地域福祉係
（区役所西棟10階）／土・日曜日、祝日を
除く
問保健福祉部管理課地域福祉推進担当

イラン・イラク地震救援金
ご協力のお願い
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初回相談無料 ☎050-3555-7830     中野・杉並行政書士事務所  行政書士 桝田卓
 杉並区阿佐谷南 1-47-17 阿佐谷地域区民センター内 はじめての遺言・相続・墓じまい広告

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。

急病診療と医療情報案内

小児科　平日：午後7時30分～10時30分
内科・小児科・耳鼻咽喉科　土曜日：午後5時～10時
　　　　日曜日・祝日、12月29日～1月3日：午前9時～午後10時
外　科　日曜日・祝日、12月29日～1月3日：午前9時～午後5時

歯　科　日曜日・祝日、12月29日～1月3日：午前9時～午後5時（受け付けは4時まで）

土・日曜日、祝日、12月29日～1月3日：24時間／平日：午後8時～翌日午前9時

コンピューターによる自動応答サービス。 毎日24時間対応。

☎3391-1599  休日等夜間急病診療所 （荻窪5-20-1杉並保健所内）
 受け付けは終了30分前まで

☎3398-5666  歯科保健医療センター （荻窪5-20-1杉並保健所内）

☎#7
ナミーキュウキュウ

399　　  杉並区急病医療情報センター
（または☎5347-2252）

☎5272-0303  東京都医療機関案内サービス（ひまわり）

その他の医療機関案内、急病対応の説明

小児科・内科・耳鼻咽喉科・外科・歯科

まず、電話で確認！
保険証・医療証を
忘れずに
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年末年始の区の業務案内

区の窓口は、原則として
12月29日㈮～30年1月3日㈬は
休業します
　休業日は下表のとおりです。また、休業日のご案内は、区ホーム
ページの「年末年始の区の業務案内」でもご覧になれます。

証
明
書
自
動
交
付
機

設置施設 休止期間

西荻地域区民センター 12月27日㈬～1月4日㈭

方南会館、浜田山会館、井草・荻窪・高井戸地域区民センター、上
高井戸区民集会所 12月28日㈭～1月4日㈭

区役所、上井草スポーツセンター、高円寺・永福和泉地域区民セン
ター、西友荻窪店、西友西荻窪店、ニューデイズ高円寺駅店、ビー
ンズ阿佐ケ谷、井草・西荻・高井戸・荻窪区民事務所

12月29日㈮～1月3日㈬

宮前・方南図書館、桜上水北図書サービスコーナー 12月29日㈮～1月4日㈭

 証明書コンビニ交付サービス 12月29日㈮～1月3日㈬

施設名 休業期間

区役所、区民事務所 12月29日㈮～1月3日㈬

保健福祉
福祉事務所、保健所・保健センター、くらしの
サポートステーション、杉並区外出支援相談セン
ター

12月29日㈮～1月3日㈬

高齢者関連

高齢者活動支援センター、ゆうゆう館（今川館を
除く） 12月28日㈭～1月4日㈭

地域包括支援センター（ケア24）（注１） 12月29日㈮～1月3日㈬

ゆうゆう今川館 12月31日㈰～1月4日㈭

障害者関連

杉並障害者福祉会館、杉並視覚障害者会館、高円
寺障害者交流館、和田障害者交流館、すまいる高
井戸

12月28日㈭～1月4日㈭

すまいる高円寺、すまいる荻窪 12月29日㈮～1月3日㈬

子供関連

児童青少年センター、児童館 12月28日㈭～1月4日㈭

子ども家庭支援センター、子どもセンター、子育
てサポートセンター、こども発達センター、子ど
も・子育てプラザ

12月29日㈮～1月3日㈬

コミュニ
ティー・産業

地域区民センター（西荻・永福和泉）、勤労福祉
会館 12月27日㈬～1月4日㈭

産業商工会館 12月28日㈭～1月3日㈬

すぎなみ協働プラザ、区民集会所、地域区民セ
ンター（阿佐谷・井草・高井戸・荻窪・高円寺）、
区民会館、会議室（方南和泉）、杉並会館

12月28日㈭～1月4日㈭

会議室（上荻窪、上井草、成田、清沓中通、高井
戸、桜上水北、高円寺中央、荻窪）、産業振興セ
ンター、就労支援センター

12月29日㈮～1月3日㈬

環境清掃 リサイクルひろば高井戸、杉並土木事務所、環境
活動推進センター 12月29日㈮～1月3日㈬

施設名 休業期間

教育・文化・
学習

男女平等推進センター、郷土博物館本館・分館、
和田図書サービスコーナー、杉並アニメーション
ミュージアム、セシオン杉並

12月28日㈭～1月4日㈭

秋川研修室、済美教育センター、特別支援教育
課、社会教育センター、杉並区交流協会、杉並公
会堂、座・高円寺

12月29日㈮～1月3日㈬

西田ゆうゆうハウス、杉九ゆうゆうハウス 12月31日㈰～1月3日㈬

図書館（中央・阿佐谷・今川・永福・柿木・高円
寺・下井草・高井戸・成田・西荻・方南・南荻窪・
宮前）（注2）、高円寺駅前図書サービスコーナー

（注2）、桜上水北図書サービスコーナー（注2）

12月31日㈰～1月4日㈭

スポーツ

杉並第十小学校温水プール（注3） 12月19日㈫～2月7日㈬

高井戸温水プール、妙正寺体育館、大宮前体育
館、永福体育館、馬橋公園運動広場、松ノ木運動
場、和田堀公園野球場、和田堀調節池庭球場、蚕
糸の森公園運動場

12月28日㈭～1月4日㈭

井草森公園運動場 12月28日㈭～1月5日㈮

下高井戸運動場（注4）、高円寺体育館（注4）、
荻窪体育館（注4）、上井草スポーツセンター（注
5）、柏の宮公園庭球場、塚山公園運動場

12月29日㈮～1月3日㈬

公園

大田黒公園、角川庭園・幻戯山房、（仮称）荻外
荘公園 12月29日㈮～1月1日㈷

杉並児童交通公園、柏の宮公園管理棟・茶室、蚕
糸の森公園・馬橋公園・塚山公園・井草森公園・
成田西ふれあい農業公園各管理事務所

12月29日㈮～1月3日㈬

桃井原っぱ公園・下高井戸おおぞら公園各管理事
務所

年末年始の休業日は
ありません

その他

高井戸地域区民センター（図書室の返却用ブック
ポスト） 12月28日㈭～1月4日㈭

自転車集積所（注6）、消費者センター、コミュか
るショップ 12月29日㈮～1月3日㈬

さざんかねっと 年末年始のシステム
休止日はありません

（注1）電話相談は、休業期間中も24時間受け付けます。（注2）いずれの施設も12月29日㈮・30日
㈯は午前9時～午後5時です。（注3）工事による休業となります。（注4）12月28日㈭、30年1月4日㈭
は午前9時～午後5時です。荻窪体育館は、体育館・小体育室が工事のため、30年2月17日㈯まで
使用できません。（注5）12月28日㈭、30年1月4日㈭は午前9時～午後9時です。（注6）下井草集積
所は12月28日㈭で閉鎖します。

ごみの収集

粗大ごみ受付センター

12月29日㈮～30年1月3日㈬は、粗大ごみの受け付けを休止します。

▶電話（午前8時～午後7時）☎5296-5300
▶インターネット（24時間受け付け）HPhttp://sodai.tokyokankyo.
or.jp/または区ホームページ
▶ファクス（24時間受け付け）FAX5296-7001（住
所、氏名、日中の連絡先、ファクス番号、申し込
み品目名〈サイズ〉、数量をご記入ください）

※詳細は、各世帯（事業所）に配布の「平成29年度10月～3月版カレンダーごみ・資源の
収集曜日のお知らせ」をご確認ください。

年末は12月30日㈯まで、年始は30年1月4日㈭からです。

区役所・区立施設

証明書自動交付機

施設名

可燃ごみ・不燃ごみ収集、資源回収 杉並清掃事務所 同事務所方南支所



広告

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。
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29年度上半期 　区は、条例に基づき年2回財政状況を公
表しています。今回は4～9月の29年度上半
期について、お知らせします。

―――問い合わせは、財政課へ。

表１　各会計の予算執行状況（9月30日現在）

会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

一般会計 1797億7572万円 794億9604万円 44.2% 625億6381万円 34.8%

国民健康保険事業会計 647億4726万円 233億8357万円 36.1% 252億9258万円 39.1%

用地会計 2億7270万円 0万円 0.0% 1675万円 6.1%

介護保険事業会計 410億1565万円 167億8161万円 40.9% 159億  358万円 38.8%

後期高齢者医療事業会計 131億6062万円 31億4442万円 23.9% 41億  511万円 31.2%

中小企業勤労者福祉事業会計 1億  650万円 8057万円 75.7% 2330万円 21.9%

合　　計 2990億7845万円 1228億8621万円 41.1% 1079億  513万円 36.1%

※一般会計には繰越明許費繰越額および事故繰越し繰越額を含む。

※上記のほか、無体財産権があります。

表２　公有財産等の現在高（9月30日現在）

区　分 金　額 構成比

土地 4338億9968万円 64.63%

建物 1848億8300万円 27.54%

基金 440億4580万円 6.56%

物品 38億7713万円 0.58%

工作物 33億9537万円 0.51%

出資金 10億5697万円 0.16%

立木 1億9040万円 0.03%

有価証券 4500万円 0.01%

地役権 24万円 0.00%

合　　計 6713億9358万円 100.00%

※運用基金とは、資金貸付や区の公共料金の支払事務を円滑かつ効率的に行うためなど、特定の目的のために資金を運
用する上で設置されたもので、その金額は上限額です。

表３　基金の内訳（9月30日現在）
積立基金 金　額 運用基金（※） 金　額

施設整備基金 51億2490万円

高額療養費等資金貸付基金 1000万円

財政調整基金 317億5382万円

減債基金 13億1837万円

社会福祉基金 5億7817万円

区営住宅整備基金 22億2558万円

NPO支援基金 1045万円

公共料金支払基金 6億5000万円
みどりの基金 801万円

介護保険給付費準備基金 22億7009万円

次世代育成基金 9640万円

合　　計 433億8580万円 合　計 6億6000万円

表４　積立基金の運用状況（9月30日現在） 
年度 積立基金現在高 運用利子額 平均利回り

29年度 433億8580万円 1548万円 0.070％

表５　特別区債の現在高（9月30日現在） 

建設事業債 210億2035万円

杉並南中央公園債
（柏の宮公園整備） 25億3696万円

下高井戸公園債
（下高井戸おおぞら公園整備） 37億  489万円

介護サービス事業勘定 5143万円

災害援護資金 1280万円

合計残高 273億2643万円

前回（28年9月30日）現在高計 213億6443万円

差 59億6200万円

区の財政状況をお知らせします

詳しい内容は、冊子「財政のあらまし－平成29年度上半期の財政状況－」をご覧ください。
区政資料室（区役所西棟２階）や図書館、区民事務所などのほか、区ホームページでもご覧になれます。

※1万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

当初予算
　一般会計の当初予算は、1780億5000万円、対前年度比3.5％の増でした。
　国民健康保険事業会計や介護保険事業会計などの5つの特別会計を含めた
総額は、2973億5274万円となりました（対前年度40億2608万円、1.4％の増）。

補正予算
　一般会計第１号補正は、工事積算標準単価表の改定に伴う工事費等の増額
など、6270万円の補正を行ったもので、地方自治法第179条第1項に基づき区
長が専決処分(4月)を行いました。
　一般会計第2号補正は、6月に議決されました。杉並第一小学校等施設整備
等方針の決定に伴う関連経費や区立施設再編整備計画に基づく阿佐谷北保育
園の移転整備に係る建設工事費、杉並第二小学校学童クラブの整備に係る改
修工事費、いじめ問題対策委員会設置に係る委員報酬など、補正額は16事業
1461万円でした。
　これにより9月末の特別会計を含む予算総額は、2990億7845万円となりま
した。（表１）

予算執行状況
　9月末の特別会計を含む収入済額は1228億8621万円、支出済額は1079億
513万円です。（表１）

区民税の負担状況
　区の収入となることが確定した9月末現在の特別区民税現年度分調定額は、
602億8354万円です。
　区民一人当たりでは10万7851円、一世帯当たりでは19万2368円の負担額
となります。

公有財産等の状況
　土地や建物、基金などの公有財産等の9月末現在高は6713億9358万円で
す。（表２）
　基金のうち、特定の目的のために積み立てる積立基金の運用に当たって
は、普通預金や定期預金の預金や国債などの債券を中心に、安全で効率的な
運用を実施しています。9月末現在の運用利子額は1548万円、平均利回りは
0.070％です。（表３・４）

特別区債の現在高
　273億2643万円となり、28年9月末に比べ59億6200万円の増となっていま
す。（表５）
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30年1～3月開講講座一覧
講座名 日時・講師・対象・定員（抽選）・費用 募集締め切り日（必着）

地域活動実践コース

図書館児童サービスボランティア講座 1月23日㈫・30日㈫、2月6日㈫午前10時～11時30分（計3回）　対区内在住・在
勤・在学で、受講後図書館ボランティアとして継続的に活動ができる方　定15名 1月5日

小学校英語活動サポーター講座 1月29日㈪、2月5日㈪・9日㈮・14日㈬・16日㈮・19日㈪・23日㈮・26日㈪午前
9時30分～午後0時30分（計8回）　定30名　費4000円 1月9日

救急協力員講座 2月3日㈯・4日㈰午前9時～午後1時30分（いずれか1日）　対区内在住・在勤・在
学で16歳以上の方　定各回25名　費各500円 1月15日

地域活動ステップアップコース

傾聴ボランティア養成講座
1月24日㈬・31日㈬、2月6日㈫・14日㈬、15日㈭～27日㈫の期間で1日、28日㈬
午後1時30分～4時30分（計6回）　対区内在住・在勤・在学で、受講後傾聴ボラ
ンティアとして活動できる方　定30名　費3000円

1月5日

「あなた」と「助成金」が
もっと身近になるセミナー～すぎなみ版

2月7日㈬午後2時～5時　師NPO法人CANPANセンター・山田泰久　対区内在
住・在勤・在学の方、区内で活動している団体の方　定20名　費500円 1月17日

人が集まる「場」をより豊かにする
「場づくり」セミナー

2月8日㈭・15日㈭午後2時～5時（計2回）　師NPO法人れんげ舎代表理事・長
田英史　対区内在住・在勤・在学の方、区内で活動している団体の方　定20名
費1000円

1月18日

できる大人が使っているGoogleサービス
活用セミナー～地域活動版

2月10日㈯午後1時～6時　師NPO法人わくわくネット・池内理恵子　対区内在住・
在勤・在学の方、区内で活動している団体の方で、パソコンの基本操作ができる
方　定20名　費500円　他パソコンは貸し出し可

1月22日

人が集まる企画づくりと
人に伝わるチラシづくりセミナー

2月14日㈬・21日㈬・28日㈬午後7時～9時（計3回）　師 ISP　対区内在住・在
勤・在学の方、区内で活動している団体の方　定15名　費1500円 1月24日

※対の記載がないものは、区内在住・在勤・在学の方。各回の開催時間が異なる場合があります。詳細は、募集案内またはすぎなみ地域大学ホームページをご覧ください。

　地域で活動するために必要な知識や技術をすぎなみ地域大学で学び、仲間の輪
を広げ、すぎなみの街に貢献してみませんか。

――― 問い合わせは、地域課地域人材育成係☎3312-2381へ。

30年1～３月開講講座の受講生を募集します

学びと参加のシンポジウム2018

私とすぎなみの元
ビ タ

気
ミ ン

を循環させる　まちビタ会議～変
化の時代に学び合う。新しいご近所づきあいのカタチ
時2月24日㈯午後1時30分～4時30分　定60名（申込順）

参加型講演会

会話からはじまる仲間づくり～おしゃべりはあすへの活力
時3月4日㈰午後2時～4時　師すぎなみ地域大学学長・
木原秋好　定30名（申込順）

いずれも
場高井戸地域区民センター（高井戸東3-7-5）　申電話・E
メール（12面記入例）で、地域課地域人材育成係☎ 3312
‐2381 tiikidaigaku-t@city.suginami.lg.jp

▶配布場所＝区役所1階ロ
ビー、区役所分庁舎（成
田東4-36-13）、区民事務
所、地域区民センター、区
民集会所、図書館、杉並
ボランティアセンター（荻
窪5-15-13）、すぎなみ協
働プラザ（阿佐谷南1-47-
17）、保健センター

講座の詳細・申し込み方法は、募集案内をご覧ください

すぎなみ地域大学
ホームページ
　募集案内はすぎなみ地域大学
HPhttp://www.
sugi-chiiki.com/
tiikidaigaku/（右
QRコード）からも
ご覧になれます。

生活にお困りの方は
早めの相談を

生活保護の対象者
　一緒に暮らしている方（同居世帯）全員の収入および預貯金などが、国が定
めた基準以下の場合に、受給の対象となります。世帯の一部の方のみで受給す
ることは、基本的にできません。また、外国籍の方は在留資格により、生活保護
に準じた援助が受けられる場合があります。

生活保護を受ける前に
　世帯全員で収入や資産の状況を把握し、能力に応じた就労や、預貯金、生命
保険、不動産等の活用について話し合ってください。また、親族から援助を受け
られる場合は、優先して受けてください。

生活保護の申請に当たって
　申請は、本人または同じ世帯の方に福祉事務所に来所していただきます。寝
たきりや入院中などで来所できない場合は、ご相談ください。

相談できる場所・問い合わせ
●お住まいの地域を担当する各福祉事務所（荻窪＝荻窪5-15-13☎3398-

9104FAX3398-9598／高円寺＝高円寺南2-24-18☎5306-2611FAX5306-
2620／高井戸＝高井戸東3-26-10☎3332-7221FAX3335-5641）

※いずれも午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日、12月29日～30年1月
3日を除く）。

 　生活保護制度は、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。
　  「生活費がなく困っている」「病気などで働けない、働いても収入が少ない」など、
生活にお困りの方は福祉事務所にご相談ください。生活状況、収入や預貯金等資産
の状況をお聞きしながら、生活保護や他の支援制度の利用について一緒に考えます。
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　病気や失業などで
経済的に困っている、
収入はあるが支出との
バランスが取れていな
い、子どもの学習環境
に悩みがあるなど、生活をする上で心配事を抱えている方
はぜひ相談してください。
　専門の相談員がお話を伺い、一緒に考え、問題解決に
向けてお手伝いをします。相談は無料で、秘密は厳守しま
す。ご家族など、周りの方からの相談もお受けします。

問くらしのサポートステーション（荻窪５-15-13あんさん
ぶる荻窪４階☎3391-1751 kurashi@sugisyakyo.
com）▶開設時間＝月～金曜日午前８時３０分～午後５
時（祝日、12月29日～30年1月3日を除く）

　10月より公募を行った「図柄入り杉並ナンバープレート」のデザインについて、応募のあった32
点の中から、入賞作品(最優秀賞１点、優秀賞２点)を決定し、最優秀賞受賞作品を「図柄入り杉
並ナンバープレート」のデザインとして国土交通省に提案しました。

――― 問い合わせは、産業振興センター観光係☎5347-9184へ。

今後の予定
　国土交通省に提案した「図柄入り杉並ナンバープレート」のデザインは、国土交
通省による視認性の審査を経て、30年10月ごろに導入される予定です。

図柄入りナンバープレートの取り付け（交換）について
　希望により、図柄入りナンバープレートの取り付け（交換）ができます。別途手
数料（金額未定）が必要です。寄付金（金額未定）を納付する場合はフルカラー、
納付しない場合はモノトーンとなります。なお、現行のナンバープレート（図柄な
し）も利用可能です。

くらしの
サポートステーション

地震に備え、大掃除の機会に家具類の
転倒・落下・移動防止対策を

問杉並消防署警防課地域防災担当☎3393-0119、荻窪消防署警防課地域防災担当☎3395-0119

家具の置き場所を総点検
　特に、寝ている場所の周りをチェックしま
しょう。ポール式器具やL型金具などを使って
家具が自分に倒れてこないようにし、また、倒
れたとしても出入り口をふさがないようにして
おきましょう。

食器棚のガラスには飛散防止フィルムを
　食器棚などのガラス面は、家具が倒れてこ
なくても中の収納物が飛び出そうとする衝突
力で割れる恐れがあります。
　万が一割れても破片が飛び散らないよう、
ガラス飛散防止フィルムを貼っておきましょう。

図柄入り杉並ナンバープレートの
提案デザインが決定しました

「杉並続くみどりいっぱいのまち」　居関孝男さん

生活の不安…
一人で悩まず、ご相談ください！

ポイント①

ポイント②

「杉となみすけ」　髙橋デザインオフィス・髙橋敬さん

優秀賞

「杉並区の自然豊かな風景」　塩崎榮一さん

優秀賞

最優秀賞

図柄入り杉並ナンバープレートの

L型金具

ポール式器具

ストッパー式器具
ポール式器具（つっぱ
り棒）を使用するときに
併用する

扉開放防止器具

ガラス飛散防止フィルム
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　区では、交流自治体である静岡県南伊豆町の「お試し移住」事業や新潟県小千
谷市の滞在型農園「クラインガルテン」への区民の参加・利用を支援しています。
　これは、一定期間の滞在の中で、その土地の魅力に触れ、地方の豊かな生活を
体験していただこうとする取り組みです。
　この取り組みを紹介する説明会および現地見学会を開催します。

気付いてほしい 高齢者虐待

高齢者虐待って？
　介護負担などを理由に、家族や親族が自覚のあるなしにかかわらず、高
齢者の人権を侵害する行為です。

虐待の例
暴力を加える（身体的虐待）、世話をしない（放棄・放任）、精神的な苦
痛を与える（心理的虐待）など

このような場合、ご連絡ください
　近隣から怒鳴り声や悲鳴、激しい物音が聞こえる、体に不審なあざや傷が
みられる、ささいなことにおびえたり、「家に帰りたくない」と言うなど

「虐待かもしれない」と思ったら
　私たちの小さな気付きや発見が深刻化を防ぎ、高齢者の尊厳を守り、介
護者にゆとりが生まれることもあります。「虐待かもしれない」と思ったら、
お近くのケア24（区が運営を委託している高齢者の相談窓口）または虐待
110番☎ 5307-0648へご連絡ください。
※匿名でも構いません。連絡者の秘密は守られます。

̶̶ 問い合わせは、高齢者在宅支援課地域支援係へ。

図書館 期間・利用時間・場所・対象

中　央
☎ 3391-5754

時12月23日㈷～30年1月8日㈷午前9時～午後5時　場
2階児童資料室　対小学生とその保護者、中学生

高円寺
☎3316-2421

時12月23日㈷～30年1月8日㈷午前9時～午後8時（5時
閉館の日あり）　場2階YAコーナー　対小学生とその保
護者、中学生（保護者同伴でない小学生は5時まで）

成　田
☎3317-0341

時12月23日㈷～30年1月8日㈷午前9時～午後7時45分
（5時閉館の日は4時30分まで）　場2階集会室

南荻窪
☎3335-7377

時12月26日㈫～30年1月8日㈷午前9時～午後5時　場
2階多目的ホール　対小学生とその保護者、中高生

下井草
☎3396-7999

時12月26日㈫～30年1月8日㈷午前9時～午後5時　場
2階多目的ホール　対小学生とその保護者、中高生

高井戸
☎3290-3456

時12月26日㈫～30年1月8日㈷午前9時～午後8時（5時
閉館の日あり）　場2階多目的ホール

方　南
☎5355-7100

時12月26日㈫～30年1月7日㈰午後1時～5時　場多目
的室

今　川
☎3394-0431

時12月23日㈷～30年1月8日㈷午前9時～午後5時　場
2階多目的室　対小学生とその保護者、中高生

　冬休みの期間中、子どもたちは図書館の会議室や多目的ホールを利
用できます。利用できる図書館は下表のとおりです。この他の図書館
でも、児童コーナーで皆さんをお待ちしています。

―――問い合わせは、各図書館へ。

※休館日（12月31日～30年1月4日）、行事等で使用する日を除く。

図書館で調べ学習を
しませんか

弁護士・税理士と話せる相続ガイド
～いまから、そしてこれから話合っていくべきことを考える～ ※ご相談内容によって専門家をご紹介しております。

※ご希望によってはお取扱いできない内容がございます。

広告

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。

気付いてほしい 高齢者虐待気付いてほしい 高齢者虐待気付いてほしい 高齢者虐待

「田舎ぐらし体験」説明会
日時：30年1月27日㈯午後1時30分～3時30分
場所：区役所第3・4委員会室（中棟5階）
内容：
●先輩体験者によるトークステージ「田舎ぐ
らし体験　南へ・北へ」
●静岡県南伊豆町の「お試し移住」の概要と
町の支援策
●新潟県小千谷市の滞在型農園「おぢやクラ
インガルテンふれあいの里」の概要
●グループディスカッション・個別相談
定員：50名（申込順）
申し込み・問い合わせ：電話で、区民生活部
管理課庶務係
その他：当日は閉庁日のため、区役所の夜間・
休日受付（青梅街道側）からお入りください

南伊豆町「お試し移住」
現地見学会
　バスツアーによる現
地見学会です。
日時：30年2月24日㈯
午前8時～25日㈰午後7時（1泊2日）
場所：集合・解散＝JR阿佐ケ谷駅
内容：お試し移住物件の内覧、町内施設の見
学、仕事見学（職場訪問）、町民・お試し移
住体験者との意見交換会ほか
定員：35名（申込順）
費用：9800円（1泊４食付き）
申し込み・問い合わせ：電話で、南伊豆町
地方創生室☎0558-62-1121。または同町 HP
http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/
docs/2017120100020/から申し込み

小千谷市「クラインガルテン」
現地見学会
　バスツアーによる現地見学会です。
日時：30年2月24日㈯午前7時30分～25日㈰
午後6時（1泊2日）
場所：集合・解散＝杉並区役所
内容：「おぢやクラインガルテンふれあいの里」
の見学および利用説明、利用者との意見交換
会、地域行事「鳥追い」体験、そば打ち体
験・実食、おぢや風船一揆見学ほか
定員：20名（申込順）
費用：1万2000円（１泊４食付き）
申し込み・問い合わせ：電話で、文化・交流課
地方創生担当

杉並区高齢者虐待防止普及啓発講演会
「ペコロスの母に会いに行く」

　認知症や介護の問題は避けては通れませんが、身体的・精神的に追い
込まれてしまうことも少なくありません。映画と講演を通じて、これらの
問題について考えるきっかけにしてみませんか。

時30年1月13日㈯午後1時～4時　場座・高円寺（高円寺北2-1-2）　内
映画の上映、講演　師原作者・岡野雄一　対区内在住・在勤・在学の方　
定250名（先着順）　問高齢者在宅支援課地域包括ケア推進係　他手話
通訳あり。車いすは2台まで可（事前申込制）

「田舎ぐらし体験」
説明会・現地見学会　


