
SUGINAMI  INFORMATION

区からのお知らせ

 子育て・教育
外国人学校に通学する児童生徒の保護者の方へ
　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所得が基準所得未満である
（詳細は、区ホームページをご覧ください）
◇補助金額　月額7000円×学校の在籍月数。
◇申請時期　下期（29年10～3月）分の申請を2
月28日まで受け付けます。
◇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へお問い合わせ
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。
問区民生活部管理課庶務係

 採用情報 ※応募書類は返却しません。
産休・育休代替等の非常勤嘱託員（管理栄養士）
内栄養指導、栄養相談、区立学校の給食指導ほか
（パソコン事務あり）▶勤務期間 4月1日～31年
3月31日（２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。原則、月
～金曜日午前8時30分～午後5時15分▶勤務場所
区役所・杉並保健所・保健センターほか▶資格
管理栄養士の資格を有する方▶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）　申申込書（人事課人事
係〈区役所東棟５階〉で配布。区ホームページか
らも取り出せます）に管理栄養士免許証の写しを
添えて、2月13日午後5時（必着）までに同係へ
簡易書留で郵送・持参　問同係　他詳細は、募集
案内参照

区立保育園等短期アルバイト
内保育補助▶勤務期間 4月1日～5月31日▶勤務
日時 月20日。原則、月～金曜日午前10時～午後
2時▶勤務場所 区立保育園・区立小規模保育事業
所（宮前北）・区保育室（直営型）・区定期利用保育
施設（直営型）のいずれか▶資格 高等学校卒業（程
度）以上の方▶募集人数 50名程度▶報酬 時給
1050円。有資格者＝1130円（いずれも29年度実
績）▶その他 交通費支給（上限あり）　申履歴書
を、3月2日午後5時（必着）までに保育課管理係（区
役所東棟3階）へ郵送・持参　問同係　他履歴書
記入要領 ①希望職種（パートタイマーと併願可。
採用は一つの職種）・志望動機・「広報すぎなみ」を
見て応募した旨を記入②勤務希望園は記入不可（欠
員状況と住所を参考に紹介します）③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④
携帯電話をお持ちの方は電話番号を記入⑤保育士
証をお持ちの方は写しを添付（「保育士〈保母〉資
格証明書」は保育士として扱えません）▶採用ま
での流れ ⑴書類選考合格者には面接を実施⑵採
用決定後、所定の健康診断書を提出⑶不採用の場
合は3月下旬までに郵便で通知

スポーツ振興課社会体育担当（嘱託員）
内社会体育事業の企画・運営ほか（パソコン事務あ
り）▶勤務期間 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・
午後0時15分～9時のいずれか（実働7時間45分。
土・日曜日、祝日勤務あり）▶勤務場所 スポーツ
振興課▶資格 4月1日現在65歳未満で次のいずれ
かに該当する方①大学で生涯スポーツに関する科
目の単位を修得した②中学校（体育）または高等
学校（体育）の教員免許を有する（取得見込みも可）
③生涯スポーツに関し、知識・経験を有する▶募集
人数 １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（スポー
ツ振興課事業係〈区役所東棟6階〉で配布。区ホー
ムページからも取り出せます）に作文「生涯スポー
ツを振興する上で大切なこと」（1000字程度）を添
えて、2月20日午後5時（必着）までに同係へ郵送・
持参　問同係　他書類選考合格者には面接を実施。
詳細は、募集案内参照

 募集します
高齢者・介護者向けサービス実施事業者
◇高齢者いっときお助けサービス実施事業者
内区が派遣を決定した高齢者の居宅へホームヘル
パーを派遣し、地域包括支援センター（ケア24）

の個別援助計画書に基づきサービスを提供
◇ほっと一息、介護者ヘルプ実施事業者
内区が利用券を交付した介護者からの依頼によ
り、介護者の居宅へホームヘルパーを派遣し、生
活援助サービスを提供

いずれも 
▶委託期間 4月1日～31年3月31日▶資格 区内
に事業所があり、介護保険法による指定介護予防
サービスおよび指定居宅サービスの訪問介護事
業所の指定を受けている▶募集要項・申込書の配
布場所 高齢者在宅支援課（区役所西棟2階）。区
ホームページからも取り出せます　申申込書に訪
問介護重要事項説明書の写しを添えて、2月22日
午後5時（必着）までに同課管理係へ郵送・持参　
問同係　他詳細は、募集要項参照

都営住宅入居者
内募集戸数 ①ポイント方式による募集（家族向
のみ）＝1290戸（車いす使用者世帯向16戸を含
む）②単身者向＝225戸（車いす使用者向7戸を含
む）③シルバーピア（高齢者集合住宅・単身者また
は2人世帯向）＝55戸④病死の発見が遅れた住宅等
＝116戸▶申込書配布期間 2月9日まで（各配布場
所の休業日を除く）▶配布場所 住宅課（区役所西
棟5階）、区役所1階ロビー、子育て支援課（東棟3
階）、福祉事務所、区民事務所（平日夜間と休日は
区役所の休日・夜間受付で配布）。配布期間中のみ、
JKK東京（東京都住宅供給公社） HPhttp://www.
to-kousya.or.jp/からも取り出せます　申申込書
を、募集案内添付の専用封筒で、2月15日午後6時
（必着）までに①東京都住宅供給公社都営住宅募集
センター②～④渋谷郵便局へ郵送　問  東京都住宅
供給公社都営住宅募集センター☎3498-8894（2月
15日までは☎0570-010-810。いずれも、土・日曜
日、祝日を除く）、区住宅課住宅運営係

男女共同参画推進区民懇談会委員
　区民の皆さんのご意見を男女共同参画施策に反
映させていくため、区民懇談会を設置していま
す。この懇談会は、学識経験者、団体推薦者、公
募区民などで構成されていて、今回は区民委員を
募集します。
内年3回程度の会議に出席▶任期 4月1日～32年
3月31日▶募集人数 5名以内（選考）▶謝礼 交
通費程度　対区内在住で18歳以上の方　申封書に
住所・氏名（フリガナ）・年齢・性別・電話番号と作
文（「応募の動機」または「私の考える男女共同
参画社会」／いずれも800字程度）を添えて、2月
21日午後5時（必着）までに区民生活部管理課男
女共同・犯罪被害者支援係（区役所西棟7階）へ郵
送・持参　問同係

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ

建築総合無料相談会★ 時 2月6日㈫・20日㈫午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面など
がある場合は持参

問東京都建築士事務所協会杉並支部☎6276-9208、区建築課耐震改
修担当

マンション管理無料相談
時 2月8日㈭・22日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー　対
区内在住でマンション管理組合の役員・区分所有者等　定各日3組（申込
順）

申杉並マンション管理士会 HPhttp://suginami-mankan.org/から
申し込み。または申込書（区ホームページから取り出せます）を、
同会事務局 FAX3393-3652へファクス　問同事務局☎3393-3680、
区住宅課

行政相談
（国の仕事等の苦情や要望）★ 時 2月9日㈮午後1時～4時　場区政相談課（区役所東棟1階） 問区政相談課

住宅の耐震無料相談会★ 時 2月14日㈬午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面などがある場
合は持参 問建築課耐震改修担当

専門家による
空家等総合相談窓口

時 2月15日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分（１組45分）　場相談
室（区役所西棟2階）　対区内の空き家等の所有者等（親族・代理人を含
む）　定各1組（申込順）

申申込書（区ホームページから取り出せます）を、2月13日（必着）
までに建築課空家対策係 FAX5307-0690へ郵送・ファクス　問同係

土曜法律相談 時 2月17日㈯午後1時～4時（1人30分）　場相談室（区役所西棟2階）　
定 12名（申込順）

申電話で、2月13日～16日午前8時30分～午後5時に専門相談予約
専用☎5307-0617。または区政相談課窓口で予約　問同課

不妊専門相談 時 2月20日㈫午後1時30分・2時10分・2時50分・3時30分　場杉並保健
所（荻窪5-20-１）　対区内在住・在勤・在学の方　定各1名（申込順） 申 問電話で、杉並保健所健康推進課健康推進係☎3391-1355

 2 月の各種相談

※★は当日、直接会場へ。
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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



（第 1回定例会）

【日 程】
2月9日㈮～3月15日㈭予定
初日は午前10時から開会予定です。
※ 会議の詳しい日程は、区議会ホームページから
ご覧になれます。

● 本会議や委員会は、どなたでも傍聴できます。当日、直接区議会事務局（区役所中棟3階）
へお越しください。
● 本会議の模様を区議会ホームページで生中継します。また、会議終了からおおむね24時間後
に録画中継をご覧になれます（おおむね1週間後には内容や質問者ごとにご覧になれます）。
● 手話通訳を希望する方は、傍聴希望日の4日前までにお申し込みください。
● 本会議場で、会議の音声が聞き取りにくい方へ傍聴用ヘッドホンの貸し出しをしています。希
望する方は事前にお問い合わせください。

区議会を傍聴する方を対象に、一時保育を受け付けます
対おおむね6カ月～就学前のお子さん　定各日4名（申込順）　申電話で、傍聴希望日の7日前までに区議会事務局

第1回定例会は30年度予算案を審査します。

ありがとうございました
11・12月のご寄付（敬称略・順不同）

【福祉】井口榮治＝200万円▶戸田喜一郎＝1000万円▶小澤嘉豊＝1万円▶鈴木和博
▶鈴木千代子▶井出紀子▶古山香織▶匿名および氏名のみ公表分計＝39万円
【みどりの基金】みどりの保全＝成田西ふれあい農業公園来場者有志（11・12月分）＝
7万9320円▶成田西ふれあい農業公園収穫祭来場者有志＝9万9400円▶「落ち葉感
謝祭2017」参加者有志＝2万6475円▶大田黒公園「紅葉ライトアップ」来場者有志＝
2万2583円▶谷田直純＝1万円▶鈴木和博▶鈴木千代子▶伊原奈津子／（仮称）荻外
荘公園などの整備＝辻村光範＝2万2000円▶森田裕一＝1万円▶峯岸誠▶峯岸ひろ
子▶匿名計＝43万7040円
【NPO支援基金】さよなら下高永福会議室実行委員会委員長小林聖造＝1万6592
円▶NPO法人CBすぎなみプラス＝1万円▶㈱コムウェル＝1万円▶杉並区NPO支
援基金普及委員会＝9874円▶ケンコーマヨネーズ㈱＝1万6510円▶すぎなみチャ
リティー・フェスタ2017＝8万8370円▶栗原裕子＝1万円▶栗原勇雄▶岩通ビジネ
スサービス㈱▶㈱アイ・ティ・エス▶武蔵商事㈱▶㈱細田工務店▶箱根植木㈱▶㈲川
名肉店▶東交観光バス㈱▶鈴木和博▶鈴木千代子▶㈱オフィス久我山▶㈱アーバン
ファミリー▶匿名および氏名のみ公表分計＝27万6710円
【次世代育成基金】福田理子=2万円▶馬場宏俊＝5万円▶池口州＝25万円▶大原俊＝
2万円▶佐藤隆＝1万円▶山田彰＝2万円▶大山節子＝10万円▶ケンコーマヨネーズ
㈱＝12万4490円▶杉並区商店会連合会＝7万円▶2017第9コリアンまつり実行委員
会＝3万円▶㈱ワイズマート＝20万円▶チャリティー杉並明るいみんなの会＝10万円
▶小倉純二▶小谷勝博▶鈴木和博▶鈴木千代子▶下川容子・マリ子▶山田敬彦▶髙島
一雄▶藤枝宏友▶秋澤博之▶三橋昌子▶宇佐美和恵▶大畑由紀子▶渡邊雅絵▶木村
公優▶赤坂圭子▶井草中学校PTA▶匿名および氏名のみ公表分計＝215万2445円

◇高齢者等アパートあっせん事業とは
　取り壊し、立ち退きの要求、その他の理由で、新たにア
パートを探している方に、入居支援制度に協力している不動産
店の紹介や、住宅に関する情報提供を行います。
　仲介手数料の支払いに対する助成制度もあります（上限6
万9800円）。

◇家賃等債務保証とは
　民間賃貸住宅への入居または更新の際に、保証人が見つか
らず民間の保証会社を利用した方に、その保証料の一部を区
が助成します（上限3万円）。
　また、区と協定を結んでいる民間保証会社を利用することに
より、通常の保証料より優遇されます。
【対　象】高齢者世帯、ひとり親家庭、障害者世帯、子育て
世帯、災害被害者、DV被害者、その他住まいの確保が困難で、
世帯所得の合計が所得基準以下（単身世帯＝240万円。扶養
親族が1人増すごとに38万円加算。その他所得控除あり）の方

高齢者等アパートあっせん事業、
家賃等債務保証

ご相談ください！

【

̶̶問い合わせは、杉並区居住支援協議会事務局（住宅課管理
係内）☎5307-0661へ。

会ホームページ等でご確認ください

震災救援所訓練にご参加ください
　区では、区立の小中学校等を震災救援所（震災
時の避難・救援活動の拠点）とし、震災時に備え
て訓練を実施しています。2月は以下の震災救援
所で訓練を実施します。
時 2月24日㈯午前9時～11時　場八成小学校（井
草2-25-4）　問防災課

30年度杉並区食品衛生監視指導計画（案）
　食品衛生法の規定に基づき、区民の皆さんのご
意見を伺います。
◇閲覧場所
　杉並保健所、保健センター、区政資料室（区役
所西棟2階）、区民事務所、図書館、消費者セン
ター（荻窪5-15-13）。区ホームページからもご覧
になれます。
◇ご意見をお寄せください
　封書・ファクス・Ｅメール（12面記入例）で、2月
14日（必着）までに杉並保健所生活衛生課（〒167-
0051荻窪5-20-1 FAX3391-1926 seikatueisei-k@
city.suginami.lg.jp）　問同課☎3391-1991

 生活・環境
放射第5号線（高井戸東区間）改良事業説明会
の開催
　東京都市計画道路放射第5号線は、東八道路と接
続し、区部と多摩地域を東西方向に結ぶ重要な幹線
道路です。
　東京都では、環八通りとの立体交差部から東側（下
高井戸5丁目から高井戸東2丁目）において、現在暫
定2車線で供用している本線を4車線へ改良する事業
を予定しております。この事業の内容について説明
会を開催します。
　なお、事業中の久我山区間（未開通）と高井戸
西区間（本線を暫定2車線で供用中）においても、
本線を4車線とする整備を進めています。
時2月8日㈭午後7時～8時30分　場高井戸東小学校
（高井戸東1-12-1）　問東京都建設局道路建設部計
画課☎5320-5359　他託児あり（要事前連絡）。駐
車場はありません

「東京外かく環状道路」オープンハウス
　東京外かく環状道路（関越～東名）は、区内の

善福寺全域・西荻北4丁目・久我山4丁目地域に、大
深度地下トンネル方式で整備されます。
　事業概要や最近の進

しん

捗
ちょく

状況をパネル・模型など
を用いて個別に情報提供・説明などを行うオープン
ハウスを開催します。
時2月3日㈯午後1時～5時　場井荻小学校（善福寺
1-10-19）　問東京外かく環状国道事務所☎0120-
34-1491　他駐車場はありません

 その他
特別区職員技術職採用フォーラム
　技術職種（土木造園〈土木、造園〉、建築、機械、
電気）の具体的な仕事内容や、やりがい、魅力な
どをお伝えします。
時 3月25日㈰午後0時30分～4時　場テレコムセ
ンタービル（江東区青海2-5-10）　内基調講演（特
別区の技術職ならではの魅力、醍

だい

醐
ご

味
み

等の紹介）、
技術職職員による仕事紹介と質問会（パネルディ
スカッション）ほか　対 30年度以降の技術職で
の特別区職員採用試験受験希望者　定 500名程度
（先着順）　問特別区人事委員会事務局任用課採用
係☎5210-9787　他受験資格は特別区人事委員
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※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。
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※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。

　1月18日㈭、29年度杉並区功労表彰式を行い、区に多大な功労の
ある77名の方々を表彰しました。　　 ̶̶問い合わせは、総務課へ。

役職等 氏名
杉並区農業委員会前会長 内藤　隆
杉並区農業委員会前会長職務代理 内藤　松幸
杉並区農業委員会前委員 篠　又藏
和田自治協力会元会長 藤枝　宏友
高南２南町会会長 田中　健五
馬橋南自治会会長 明石　文子
中瀬自治会会長 大澤　俊
杉並消防団分団長 浅賀　信夫
杉並消防団副分団長 芹澤　善治
杉並消防団部長 近藤　貞雄
杉並消防団部長 長森　祐一
杉並消防団部長 林　政夫
荻窪消防団副分団長 佐藤　栄吉
荻窪消防団副分団長 藤﨑　健一
荻窪消防団副分団長 大桃　忠義
荻窪消防団副分団長 田中　隆
荻窪消防団部長 志村　健治
杉並防火管理研究会常任理事 平松　茂
杉並火災予防協会常任理事 花形　匡晃
杉並火災予防協会常任理事 鎌田　紀彦
杉並火災予防協会常任理事 辻本　武信
杉並火災予防協会理事 野口　 一
荻窪危険物災害防止会理事 田邉　一郎
杉並納税貯蓄組合連合会常任理事 三上　康江
荻窪納税貯蓄組合連合会常任理事 齋藤　敬子
東京税理士会理事 小澤　茂

役職等 氏名
東京税理士会荻窪支部幹事 山岡　朋枝
杉並法人会副会長 伊藤　光也
荻窪法人会副会長 八方　淑夫
杉並青色申告会阿佐谷南支部
副支部長女性部会計 小平　トモ子
荻窪青色申告会
理事・第1ブロック長 北川　惠津子
杉並間税会副会長 西條　昭市
荻窪間税会副会長 皆川　信一
民生委員・児童委員 鶴田　𠮷野
民生委員・児童委員 鈴木　憲章
民生委員・児童委員 赤司　慶子
民生委員・児童委員 渡邉　君子
民生委員・児童委員 佐藤　芳子
民生委員・児童委員 小林　睦子
民生委員・児童委員 古賀　玲子
民生委員・児童委員 若林　廣子
民生委員・児童委員 村本　紀子
民生委員・児童委員 嶋田　紀代美
民生委員・児童委員 久保田　あつ子
民生委員・児童委員 田中　奈那子
民生委員・児童委員 鈴木　薫
民生委員・児童委員 池長　由紀子
民生委員・児童委員 田中　君子
民生委員・児童委員 川合　百合子
民生委員・児童委員 岡﨑　和子
民生委員・児童委員 内藤　礼子

役職等 氏名
民生委員・児童委員 加藤　勝枝
民生委員・児童委員 友末　隆子
民生委員・児童委員 大塚　和江
民生委員・児童委員 長洲　比呂子
民生委員・児童委員 安藤　幸子
民生委員・児童委員 藤原　陽子
民生委員・児童委員 古田　信子
民生委員・児童委員 田熊　鈴子
保護司 永保　逸仙
保護司 最上　惠子
保護司 小関　信治
保護司 野田　道子
杉並区薬剤師会会長・学校薬剤師 匂坂　光秀
杉並区食品衛生協会副会長 横澤　良將
学校医（内科） 河合　章
学校医（内科） 成瀨　清子
学校医（内科） 大藏　勝弥
学校医（眼科） 木村　内子
学校歯科医 渡邊　政治
学校歯科医 藤島　明
学校薬剤師 小野　惠子
学校医（保育園嘱託医） 森谷　泰和
学校医（保育園嘱託医） 田沼　美昭
杉並区学校開放連合協議会監事 木村　美代子
杉並区ソフトテニス連盟会長 小島　晃
杉並区卓球連盟会長 平山　英雄

（敬称略）

　結果報告書等は各閲覧場所のほか、区政資料室（区役所西棟２階）、区民事務所、図書館で閲覧できます。また、区ホームページ（トップページ
「区民等の意見提出手続き」）でもご覧になれます。

区民等の意見提出手続（パブリックコメント）の結果をお知らせします

　区では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（マイナンバー法）に基づき、「広報すぎなみ」29年
11月1日号等で介護保険に関する事務の「特定個人情報保護評価書（案）」を公表し、皆さんからご意見を伺いました。

介護保険に関する事務の「特定個人情報保護評価書（案）」

ご意見の概要 区の考え方

区のことを区自身で
評価するのではなく、
区民に直接目で見て
もらった方が、信頼
度は増すと思う。

「特定個人情報保護評価」は、特定個人情報（マイナンバーをその内容に含む個人情報）ファイルを保有するに当たり、事前
に個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測（評価）した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させる
リスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを自ら宣言するものです。
お示ししている評価書は、意見公募手続きにより、区民の皆さんにご意見をいただくとともに、区民の代表および学識経験者
により構成される杉並区情報公開・個人情報保護審議会に諮問され、いただいたご意見を反映して完成するものです。この
ように、制度として、区民の皆さんに評価していただく機会を保障しています。

●意見提出期間＝29年11月1日～12月1日　●意見提出件数＝1件
いただいたご意見の概要と区の考え方

●閲覧期間＝3月5日まで　●閲覧場所＝介護保険課新制度給付担当（区役所東棟3階） 介護保険課新制度給付担当
結果報告書等の閲覧 問い合わせ

　区では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（マイナンバー法）に基づき、「広報すぎなみ」29年
10月1日号等で国民健康保険に関する事務の「特定個人情報保護評価書（案）」を公表し、皆さんからご意見を伺いました。

国民健康保険に関する事務の「特定個人情報保護評価書（案）」

●意見提出期間＝29年10月3日～11月2日　●ご意見はありませんでした

国保年金課管理係●閲覧期間＝3月5日まで　●閲覧場所＝国保年金課管理係（区役所東棟2階）
結果報告書等の閲覧 問い合わせ
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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。

　1月6日㈯、杉並公会堂で杉並
名誉区民称号贈呈式を執り行いま
した。
　名誉区民は、区の発展や公共の
福祉の増進・学術・技芸などに優
れた功績があった方に対して贈ら
れる称号です。
　式は、新年賀詞交歓会の中で行
われ、参加者からの盛大な拍手の
中、田中区長から芝氏に名誉区民
証および記念品が贈呈されました。
問総務課

■グループ登録制度の概要
　不妊去勢手術等の費用助成が随時申請可能となり、短期間で承認さ
れます。
〈主な登録条件〉
● 飼い主のいない猫を適正管理する3名以上のグループである
● 飼い主のいない猫を増やさない活動（不妊去勢手術など）の経験がある
● 下記説明会へ参加
※参加できない場合は、杉並保健所生活衛生課へ相談。

■不妊去勢手術等の内容
● 不妊または去勢手術
● 耳カット
● 猫3種ワクチン接種
● 寄生虫駆除（ノミ・内部寄生虫）
● マイクロチップの挿入と登録
● 妊娠中の猫の処置

■耳カットについて
　手術済みの猫を間違って再度捕獲する事態を防ぎ、猫に余計なスト
レスや体への負担をかけないようにするため、手術を施した猫に耳カッ
トをしています。

■手術等費用の助成
　グループの規模（管理している猫の頭数など）に応じ、年間3～5頭
まで「全額助成」で手術を受けることができます。
　それより多くの頭数について手術を希望する場合には「一部助成」
となり、一定の費用（雄1匹2000円。雌1匹4000円）を協力動物病院に
お支払いいただきます。

■申請方法
　申請書（説明会で配布）を、2月28日（必着）までに杉並保健所生
活衛生課（〒167-0051荻窪5-20-1）へ郵送・持参

「飼い主のいない猫を
増やさない活動支援事業」
登録グループを募集

芝祐靖（しば すけやす）氏の業績
　芝氏は雅楽の演奏家として優れた演奏活動を展開するにとどま
らず、新たな創作や廃絶曲の復曲にも意欲的に取り組んで多くの
成果を上げ、現代に生きる芸術としての雅楽の可能性を世に示す
とともに、後進の育成にも尽力してきました。
　また、海外での音楽祭への参加や演奏ツアーを重ね、雅楽を通
して日本の音楽文化を海外に発信し、大きな功績を残しています。
　これらの、わが国の文化の発展向上に対する極めて顕著な功績
が認められ、29年11月に文化勲章を受章しました。

　この事業は、飼い主のいない猫を減らすため、東京都獣医師会杉並支部
の協力を得て、区が飼い主のいない猫の不妊去勢手術等について助成す
るものです。
　区では29年度から飼い主のいない猫の見守りを行うグループの登録制
度を設けています。

̶̶問い合わせは、杉並保健所生活衛生課管理係☎3391-1991へ。

　後を絶たない振り込め詐欺被害を根絶するため、区では2月9日～17日
を振り込め詐欺対策強化週間として、下記のイベントを開催します。

̶̶問い合わせは、危機管理対策課地域安全担当へ。

◆説明会を開催します
　区の取り組み、事業内容、利用手続
きの方法などについて説明します。
時2月5日㈪午後2時～3時30分・6時30
分～8時　場杉並保健所（荻窪5-20-1）

◆飼い主のいない猫の世話をする皆さんへ
　周辺の生活環境に配慮し、以下のことを心掛けて世話をしてください。
● 不妊去勢手術をする
● できるだけ新しい飼い主を探す
● 餌は許可を得た場所で、決まった時間に与える

● 置き餌をしない
● ふん・尿の始末をする

芝祐靖氏に
名誉区民の称号を贈呈

　区内タクシー会社の協力により、振り込め詐欺の注意を促すラッピングを
施した、タクシーをお披露目します。
時2月9日㈮正午～午後0時30分　場区役所青梅街道側入り口前

　区と阿佐ケ谷美術専門学校のデザインプロジェクトとして、生徒が作成し
た防犯に関するポスターを展示します。同時に振り込め詐欺に関する情報展
示と相談コーナーも設置します。
時2月15日㈭～17日㈯午前8時30分～午後5時（17日は午前9時から）　場区
役所1階ロビー

　多発している振り込め詐欺の被害を地域全体
で防ぐ機運を盛り上げましょう。
時2月9日㈮午後2時～4時　場セシオン杉並（梅里
1-22-32）　内区内の被害状況説明、振り込め詐
欺根絶クイズ、蝶野正洋さん（右写真）によるトー
クショーほか　対区内在住・在勤の方　定100名
（先着順）　他共催 区内警察署、防犯協会

©アリストトリスト

振り込め詐欺根絶集会

振り込め詐欺根絶ラッピングタクシー出発式

防犯ポスター展示

STOP!

振り込め詐欺
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　区と日本フィルハーモニー交響楽
団とは、音楽を通した区民の豊か
な交流と地域文化の振興を目的に、
相互協力に関する覚書を交わしてい
ます。この覚書に基づき、今年も日
本フィルの楽員が出張コンサートを
行います。区民の皆さんの企画や
催しで、日本フィル楽員による演奏
を希望する方を募集します。
内募集日時 6月17日㈰午前11時～
正午・午後2時～3時、7月10日㈫午前11時～正午・午後2時～3時（演奏時
間は各50分程度）▶演奏形態（編成） 弦楽四重奏、金管五重奏、木管五
重奏等の室内楽（原則、日本フィル側で決定）　対地域に開かれ多くの方が
参加できる催し（営利目的等の開催は除く）▶過去の実施先 区内私立幼稚園、
介護付き有料老人ホームほか　申ハガキ（封書も可）・ファクスに希望する日
時・申し込み動機・催しの内容・団体名（フリガナ）・住所・電話番号・担当者
氏名（フリガナ）を書いて、2月15日（必着）までに文化・交流課 FAX5307-
0683　問同課　他申し込み多数の場合は抽選。3月末日までに結果を通知

　以下のとおり、30年度における「杉並区次世代育成基金」活用事業助成説
明会を行います。申請を予定している方はご参加ください。

ーー問い合わせは、児童青少年課青少年係☎3393-4760へ。
◇説明会
時①2月16日㈮午後6時②17日㈯午後2時／いずれも1時間程度　場①区
役所第4会議室（中棟6階）②あんさんぶる荻窪（荻窪5-15-13）　申電話
で、2月15日までに同係
◇事業の概要
●助成限度額　1事業当たり500万円
●対象　次の要件を全て満たす事業を実施する法人または団体。実行委員
会のような任意団体でも構いません。
⑴ 杉並区次世代育成基金条例の目的にのっとった青少年の健全育成に資する事業
⑵ 区内在住・在学の小学4年生～高校生の全部または一部を対象とする事業
（他区市町村に在住の参加者は、全体の5割未満）
⑶ 事業実施にかかる全ての支払いを含め、当該年度に完了する事業
⑷ 本助成金を受領することで、子どもの参加費を無料または軽減できる事業
※ 杉並区の他の助成金を受けている、または受けようとしている場合は、
本助成金の申請はできません。また、杉並区以外からの助成金を受領する
場合は、その助成金の対象経費と本助成金の対象経費は重複できません。
●募集スケジュール
・ 募集期間　2月16日㈮～3月13日㈫
・ 第一次選定（書類審査）　4月12日㈭
・ 第二次選定（ヒアリング）　4月19日㈭
・ 交付決定　4月25日㈬（予定）

募集します～
日本フィルの楽員が出張コンサートを行います

「杉並区次世代育成基金」活用事業助成説明会

家庭用生ごみ処理機購入費を補助します

「平成30年度（2018年度）版
ごみ・資源の収集カレンダー」を全戸配布します

　区では、生ごみのリサイクルと減量を推進するため、家庭用生ごみ処理
機の購入費補助を行っています。
内補助金額 本体購入金額（税込み）の2分の1（上限2万円）　対区内在
住で生ごみ処理機を29年4月1日～30年3月31日の間に購入し、継続して
使用する方（申請は1世帯で5年度内に1基まで）　定予算の範囲内で申込
順　申申請書（ごみ減量対策課〈区役所西棟7階〉で配布。電話での請
求も可）に領収書を添えて、3月31日（消印有効）までに同課へ郵送・持
参　問同課事業計画係　他ディスポーザータイプは補助の対象外

　住んでいる地域ごとに全世帯（事
業所を含む）のポスト（マンショ
ン・アパート各部屋も含む）へ直接、
投
とう

函
かん

します（下表のとおり）。ポス
ト内の他の広告に紛れていることが
ありますので、確認してください。
● 1世帯（1事業所）につき1部配
布します（ポストや表札の数で判
断）。
● 表札が１つでも2世帯以上でお住
まいの方、お住まいと集積所が違う町丁目にある方、配布期間が過ぎて
もお手元に届かない方は、ご連絡ください。

配布期間
配布地域（管轄清掃事務所）

杉並清掃事務所 杉並清掃事務所
方南支所

2月6日㈫
～12日㉁

阿佐谷北・阿佐谷南・梅里2
丁目・荻窪・上荻・成田西・
成田東

和泉・梅里1丁目・大宮・
方南・堀ノ内・松ノ木

2月13日㈫
～19日㈪

上高井戸・久我山・松庵・
高井戸西・西荻北・西荻南・
南荻窪・宮前

永福・下高井戸・高井戸
東・浜田山

2月20日㈫
～26日㈪

天沼・井草・今川・上井草・
清水・下井草・善福寺・本
天沼・桃井

高円寺北・高円寺南・和田

問配布については、トーカンエクスプレス☎3364-8566（午前9時～午
後5時〈3月30日まで。土・日曜日、祝日を除
く〉）。内容については、杉並清掃事務所☎3392-
7281、同事務所方南支所☎3323-4571、ごみ減
量対策課

住所を確認してください▼

杉並区長選挙

　選挙管理委員会では、杉並区長選挙・
杉並区議会議員補欠選挙を6月24日㈰に
執行し、25日㈪に開票することを決定し
ました。期日前投票は6月18日㈪～23日
㈯を予定しています。今回の選挙では、
3月16日㈮までに杉並区に転入の届け出
をし、投票日当日まで引き続き杉並区に
在住している方が投票できます。

投票日
６月２４日㈰

従事内容 従事日程 従事時間
期日前投票所
立会人

6月18日㈪
～23日㈯のいずれか

午前8時30分
～午後8時

当日投票所立会人 6月24日㈰ 午前7時～午後8時

外部立会人 6月18日㈪
～23日㈯のいずれか

おおむね2時間
～半日程度

開票事務 6月25日㈪ 午前8時30分
～10時30分

問選挙管理委員会事務局

※ 事務従事時間に応じて謝礼あり。

若年層の選挙サポーター募集
　公正・公平な選挙執行のため、若年層の投
票所立会人（当日投票所または期日前投票所
での立ち会い）、外部立会人（指定された病
院等での立ち会い）、開票事務などのお手伝い
をしていただける選挙サポーターを募集します
（締め切り＝2月28日）。応募方法等の詳細は、
選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
内右上表のとおり　対原則、次の全てを満た
す方①18～29歳②区内在住の有権者③選挙
サポーター研修を受講できる方　他活動内容
の詳細は、区ホームページ参照（右QRコード
からアクセスできます）

▲昨年の様子
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第8回
『シセツサイヘン』の取り組みの基本方針について④
　このコラム（毎月１日号に掲載。全９回予定）では、区民の皆さんの生活に関わりが深い「区立施設再編整備計画」
について、この計画の目的や進め方など、皆さんに分かりやすくお伝えしていきます。
 ̶̶問い合わせは、企画課施設再編・整備担当へ。

「区立施設の
再編を考える」

連 載

第二次実施プランを作ります次回
予定

区職員

そうか、これからは学校が終わったら、そのまま学校で友達と遊べる
ようになるんだね！

前回まで、シセツサイヘンの基本方針を教えてもらったけど、うちの子がよく行っている児童館は
どうなるのかしら？

そこで、小学生の学童クラブと放課後の遊び場などはともに小学校内に移します。また、
乳幼児親子の居場所は「子ども・子育てプラザ」や、前回お話しした新たな「地域コミュニ
ティ施設」などに、今の児童館と同じくらいの数を用意します。さらに中・高校生について
は、「ゆう杉並」のほか、区内に何カ所か新たな居場所を確保するなど、それぞれ場所を
変えて、伸び伸びと利用できるようにしていこうと考えています。

そうだね。実際に小学校内での取り組みを始めた施設では、以前と比べて平日の小学生
の利用者数が2倍になっているし、乳幼児の利用者数も「子ども・子育てプラザ」では
4倍に増えるなど、児童館で実施していたときよりもたくさんの人が利用するようになった
んだよ。

児童館では、乳幼児親子の利用と小学生の学童クラブの利用が大幅に伸びていて、特に学童クラブの利用者数は
18年度から28年度で30％以上も増加しています。だから、施設の一部を学童クラブの部屋に変えていくなどの
工夫もしているのですが、一つの施設の中だけではどうしても限界があります。

民営化宿泊施設を
ご利用ください

世界遺産富士の麓　富士学園
（山梨県南都留郡忍野村忍草2997）

◇春季バスツアー（観光付き）
時内費下表のとおり　場集合・解散 JR荻窪駅・阿佐ケ谷駅、京王線明大前駅　他最少催行人数 各20名

◇冬季割引料金
【割引適用期間】3月31日まで
【料金（1泊2食付）】区内在住で①65歳未満の方
＝4172円②65歳以上または障害者の方＝3172円
（いずれも区民補助金適用後）

〈富士学園　春季バスツアー（1泊2日）〉

出発日 コース 料金（区民補助金適用後）

4月2日㈪
歴史を感じる春の山梨さくら旅
樹齢2000年！　山高神代桜と全国でも有名な
日蓮宗総本山・身延山久遠寺のしだれ桜 

1万8000円 65歳以上または
障害者の方は
左記料金から
各1000円引き4月16日㈪

春の山梨満喫旅
日本一の渓谷美！　特別名勝・昇仙峡の散策と
世界文化遺産・富士五湖をまるごと周遊！

２万円

※未就学児・区外の方の料金はお問い合わせください。
※ 料金には、往復バス料金、宿泊代（夕・朝食付き）、自由食以外の昼食代、観光地での入館料等（一部
を除く）、保険料が含まれています。

いずれも 
申問電話で、あんしん宿予約センター☎0120-844-891（午前9時～午後5時。年末年始を除く）
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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。

◇写真展
時2月13日㈫～23日㈮午前9時～午後5時（23日
は3時まで。日曜日を除く。17日㈯は開庁）　場区
役所2階区民ギャラリー

◇トークショー
　越智貴雄さんとパラアスリート・大西瞳さん
のトークショーを行います。
時2月23日㈮午後0時10分～0時50分　場区役所1階ロビー

◇ギャラリートーク
時 2月23日㈮午前11時15分～11時45分・午後
1時15分～1時45分　場区役所2階区民ギャラ
リー　師越智貴雄　定各15名（抽選）　申ファ
クス・Eメール（12面記入例）で、2月13日まで
に文化・交流課オリンピック・パラリンピック連
携推進担当 FAX5307-0683 tiikikassei-t@city.
suginami.lg.jp

̶̶問い合わせは、文化・交流課オリンピック・パラリンピック連携推進担当へ。

 報道写真展
「感じるパラリンピック～越智貴雄写真展」

写真家・ 越智貴雄
　12年からパラリンピック撮影に携わり、パラ
スポーツを国内外で撮影。義足のファッショ
ンショーや写真展等も多数開催している。

対象活動

　次の①～③の全てに該当し、1～4のいずれかの分野に当てはまる活動が対象です。
① 地域貢献性、公益性の高い（自己の利益や特定の団体・会員の利益に限定されな
い）活動
② 新規に立ち上げる活動、またはこれまで継続してきた活動の新たな展開・向上を
図る（地域でのニーズを発見し、先駆的に取り組む）活動
③ 助成終了後も継続する活動、または助成により初期の目的を達成できる活動

分　野
1. 子ども・若者世代を支援する活動
【活動例】 ● 重症心身障害児と保護者が地域の人々と触れ合いながら集団で活動でき

る場を作り上げる活動
 ● 被災地である福島県南相馬市で中学生同士が深く交流し、被災地支援

のあり方を考えるきっかけづくりのための活動

2.世代間の交流を進める活動
【活動例】 ● 住民の世代間交流を進めるためのあんどん

づくり、地域祭りに参加などの「灯
あか

り」イ
ベントを実施

 ● 地域の多世代住民が助け合うための情
報収集・ネットワークづくりを目的とした、
民家を利用したサロン活動

3.高齢者の日常生活や健康づくりを支援する活動
【活動例】 ● 高齢者の健康づくり、元気な高齢者を増やすためのエアロビクスイベン

ト、スキルアップ講座
 ● 認知症予防に興味のある初期高齢者を対象としたあたまの健康チェッ

クの実施

4.誰もが住みやすいまちづくりを進める活動
【活動例】 ● 介護者のための電話・訪問相談研修、講習会の実施
 ● 地域と連携し、その地域を対象とした絵日記コンテストイベント等を開

催し、地域活性化を促す活動

助成対象となる団体・応募方法など

◇助成対象となる団体
　次の要件を全て満たす団体。法人格・事務所の有無は問
いません。
● 構成員が自発的に活動している
● 区内で活動している
● 実際に活動を行う団体構成員が5名以上で、半数以上が
区内在住・在勤・在学である

● 営利もしくは布教を目的とする団体でない
● 暴力団もしくは暴力団の統制下にある活動を目的とする団
体でない

◇助成活動の対象期間
　4月1日～31年3月31日の期間で行う活動。
※ 助成決定前に終了する活動（決定は5月末予定）は対象
となりません。

◇助成金額
　１活動30～200万円（30年度の助成総額は約900万円）。
※ 30万円未満の活動および他の助成金等を受けている活動
は対象となりません。
※ 審査の上、助成活動および助成金額を決定します。

◇募集期間
　2月6日㈫～3月9日㈮午後5時（必着）

◇応募方法
　事前に高齢者施策課へ連絡の上、申請書類を郵送・持参
（申請前の相談が可能です。お気軽にご相談ください）。
※ 持参の場合、受付時に活動内容についての聞き取りを行
います。

◇募集要項・申請書配布場所
　高齢者施策課（区役所東棟1階）、すぎなみ協働プラザ
（阿佐谷南1-47-17阿佐谷地域区民センター4階）、杉並
区社会福祉協議会（荻窪5-15-13あんさんぶる荻窪5階）、
社会教育センター（梅里1-22-32）、地域区民センター、図
書館。区ホームページからも取り出せます。

　ボランティアやスポーツなど、多くの高齢者の皆さんが元気に、楽しく参加している「杉並区長寿応援ポイント事業」では、参加者がためたポ
イントの一部を寄付していただいています。 この寄付を原資とした「長寿応援ファンド（愛称＝ささえあい活動助成）」を活用して、広く地域に
貢献する活動に対し、資金の一部を助成しています。　　　　　　　　　　　　  ̶̶問い合わせは、高齢者施策課長寿応援ポイント担当へ。

報告会と説明会を開催します
時内2月13日㈫午後2時～3時＝29年度活動報告会▶3
時～4時＝30年度募集説明会　場区役所第5・6会議室
（西棟6階）　定40名（申込順）　申電話で、2月9日ま
でに高齢者施策課長寿応援ポイント担当

▲「灯り」がテーマのイベントで、
世代間交流と文化継承を図りま
す（井草ふるさとネット）

▲ 医療・介護の
専門職による
体操教室で、
高齢者の健康
増進を目指しま
す（上荻元気
プロジェクト）

▲ポールウオー
キングで、高
齢者の健康
増進を目指し
ます（NP O
法人杉並さわ
やかウオーキ
ング）

©越智貴雄©越智貴雄
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杉並区商店コンクール受賞店が決定しました

　寒い季節だから、みんなで笑って心も体も芯から一緒に温まりま
しょう。高円寺の街中の神社や銭湯、居酒屋などのあちこちが寄席
に早変わり。落語だけでなく、講談、浪曲、紙切り、太神楽曲芸、マ
ジック、漫才、三味線漫談なども楽しめます。
時 2月9日㈮～18日㈰／開催日時は会場により異なります　場座・高

円寺、氷川神社、長仙寺、長善寺、清見寺、庚申文化会館、小杉湯
ほか　内出演 古今亭志ん輔、林家彦いち、立川談笑、三遊亭兼好、
柳家紫文、翁家和助、柳亭芝樂、古今亭駒次ほか　費会場により異
なります　申一部必要　問座・高円寺☎3223-7500　他詳細は、高
円寺演芸まつりHP http://www.koenji-engei.com/参照

◇はじめての寄席
時①2月10日㈯ ②17日㈯午前11時
30分・午後1時　 場小杉湯（高円
寺北3-32-2）　内出演 ①柳亭市楽
ほか②古今亭志ん吉ほか　定各30名
（先着順）　費各500円

◇紙切り・二楽劇場
　in 高円寺
時2月10日㈯午後2時　場長
善寺（高円寺南2-40-50）　
内出演 林家二楽　定 80名
（先着順）　費1000円

◇堀之内寄席　演芸まつりスペシャル！
時 2月12日㉁午後1時　場堀之内妙法寺（堀ノ内3-48-8）　内出演
三遊亭遊雀ほか　定 100名（申込順）　費 3000円　申電話で、
ギャラリー工☎3313-5065（土・日曜日を除く）

◇座・高円寺寄席
時①2月17日㈯午後6時②18
日㈰午後1時③18日㈰午後
6時　場座・高円寺（高円寺
北2-1-2）　内出演 ①桂文治
（落語）ほか②玉川太福（浪
曲）ほか③古今亭志ん輔（落
語）ほか　費①③各3000円
②2000円／いずれも申込
順。全席指定　申電話で、座・
高円寺チケットボックス☎
3223-7300（月曜日を除く）

演芸まつりプログラムより

　29年度杉並区商店コンクールの表彰式が1月29日㈪に行われました。各
賞受賞店は、杉並区商店会連合会加盟店で地元に密着し、事業主が店舗
運営に創意工夫し、店舗のレイアウト、照明などの空間演出、メニューや
商品構成、接客、商店街への貢献度や店主の取り組み姿勢等が評価され
た店舗です。受賞店の一覧は区ホームページに掲載しています（主催 杉
並区商店会連合会▶共催 東京商工会議所杉並支部）。

　　【区長賞】 中華蕎
そ

麦
ば

　はる（下井草）
　化学調味料は一切使用していないので、安心
して食事を楽しめるお店。旬の食材を取り入れ、
日本の四季を感じさせる料理を提供。

　　【区議会議長賞】 KUU－空－（南荻窪）
　閑静な住宅街にある隠れ家的な空間。国産や
オーガニックなど、安全な原材料にこだわったお
いしいパンやパスタを手頃な価格で提供（パスタ
はランチのみ）。

　　【東商支部長賞】 豊喜屋（高円寺）
　明治後期に呉服店として創業。現在は寝具、寝装品と阿波おどり用品を
取り扱う。1年を通して全国の阿波おどり連から人気のお店。

　　【区商連会長賞】 ちもと総本店　阿佐谷（阿佐谷）
　和菓子司として100年以上の歴史を持つ「ちもと総本店」の直営店。
軽井沢の天然氷を使用したかき氷も人気。
【その他、優秀賞4店、優良賞4店】

▲中華蕎麦　はる

▲KUU－空－

▲林家二楽

▲古今亭志ん輔

問杉並区商店会連合会☎3220-1221




