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臨時特別給付金を支給します

特別定額給付金（1人につき10万円）の
申請はお済みですか？

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、下記のとおり臨時特別給付金を支給します。
　いずれも対象となる方には区からお知らせを発送しますので、申請手続きは不要です。希望しない場合は、届け出書を提出してく
ださい。詳細は、お知らせ、または区ホームページをご覧ください。

——問い合わせは、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係☎5307-0785へ。

——問い合わせは、杉並区特別定額給付金コールセンター☎0120-798-063
（土・日曜日、祝日を含む午前8時半～午後6時半）へ。

ひとり親世帯の皆さんへ

児童育成手当を受給している方

◆支給対象者
　区から5月分の児童育成手当を受給している方
◆お知らせ送付時期
　6月18日に発送しました。対象となる方でお知らせが届いていない方は、お問
い合わせください。
◆支給額
　児童1人につき1万5000円（１回限り）
◆支給時期
　7月13日以降に、児童育成手当を受給している口座に振り込み

●�収入が減少したひとり親世帯等を対象にした「ひとり親世帯臨時特別給付金」（要申請）については、申請方法等の詳細が決まり次第、「広報すぎなみ」や区ホー
ムページなどでお知らせします。問い合わせは、厚生労働省ホームページまたは同コールセンター☎0120-400-903もご利用ください。

◆支給対象者
　区から6月分の児童扶養手当を受給している方
◆お知らせ送付時期
　7月上旬
◆支給額
　1世帯5万円。第2子以降1人につき3万円（1回限り）
◆支給時期
　7月下旬以降に、児童扶養手当を受給している口座に振り込み

児童扶養手当を受給している方
ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付分）

区独自の支援

● 体調不良者の利用自粛

●  マスク着用や手洗い・手指消毒の励行

●  ソーシャルディスタンスの十分な確保

● 室内の定期的な換気

●  大声での発声、歌唱、声援等が生じる
活動の自粛

新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた 中小事業者への支援 雇 用 調 整

助 成 金 の
申請支援窓口を
設置しています

概 　 　 要

持続化給付金の対象となる中小事業者が営む区
内店舗の負担軽減を図るため、4・5月分の家賃
を減額したオーナーに家賃の一部を助成

区内で店舗を営み、4・5月に廃業した個人事業
者等の廃業に係る負担軽減を図るため、廃業後
に発生する経費を助成

※�店舗とは、来店する一般消費者に、物品の販売やサービスの提供を行う施設であること（主たる目
的がオフィス、倉庫、作業所、駐車場、居住用等の場合を除く）。

対 　象 　者 家賃を減額したオーナー 廃業した個人事業者等

助 　成 　額 減額分の2分の1（１店舗につき上限20万円） 廃業後に発生する店舗の家賃相当分（上限90
万円）

申 請 方 法 原則、産業振興センター（〒167-0043上荻
1-2-1Daiwa荻窪タワー2階）へ郵送 原則、産業振興センターへ持参

申 請 書 類 産業振興センターで配布。または区ホームページから取り出せます

申 請 期 限 8月31日（消印有効）まで

※詳細は、区ホームページを参照。

——問い合わせは、産業振興センター家賃助成担当☎5347-9135へ。

　国の「雇用調整助成金」の
申請をサポートするため、ウェ
ルファーム杉並（天沼3-19-16）
に申請支援窓口を設置していま
す。制度の説明や申請書類の記
入のサポート等を社会保険労務
士が行います。電話で予約が必
要です。
申 問産業振興センター就労・経
営支援係☎5347-9077

　区が各世帯主へ発送した郵送申請書類に
必要事項を記入し、「本人確認書類」と「受
取口座の確認書類」の写しを添付の上、返
信用封筒（切手不要）により、申請してく
ださい。申請期限は、8月24日（消印
有効）です。
　基準日（4月27日）現在、区に住民登
録のある方で、申請書がまだ届いていな
い方は、上記コールセンターへお問い合
わせください。

　区立施設・区事業を段階的に再開していま
す。利用者・参加者の皆さんも下記の対策
にご協力をお願いいたします。

感 染 症 防 止 対 策●！

　区や国から、以下のようなことをお願いする
ことは、絶対にありません。

　●�ATMの操作
　●�受給のための手数料の振り込み
　●��メールを送り、URLのクリックによる申請

依頼　など

給付金詐欺に
ご注意ください

! !

店 舗 家 賃
助 成 金

廃 業 経 費
補 助 金
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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

区からのお知らせ
納めることができなくなった場合は、申請による保険
料の減免等の制度があります。
①減免の要件
　⑴新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維
持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯⑵新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者
の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入
の減少が見込まれ、次の項目全てに該当する方
・�事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠
償等により補

ほ

填
てん

されるべき金額を控除した額）が前
年の当該事業収入等の10分の3以上であること
・�減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得
以外の前年の所得の合計額が400万円以下であるこ
と
※�減免内容は要件や前年の合計所得金額に応じて8割
軽減～全額免除
②減免対象となる保険料
　元年度および2年度分の保険料であって、2年2月1
日～3年3月31日に納期限がある保険料
③申請について
　減免申請については7月8日以降、原則郵送での申
請を受け付けます。必要書類、申請方法についてはお
問い合わせください
問介護保険課資格保険料係

障害基礎年金をご存じですか
　障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前または
60～64歳に初診日（初めて医師の診療を受けた日で
あり、診断を受けた日ではありません）のある病気や
けがなどで重い障害があり、日常生活に著しい支障が
ある場合に請求することができます。
　ただし、初診日の前日において、初診日がある月の
前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間
と免除・納付猶予・学生納付特例期間を合わせて3分
の2以上あるか、初診日の前日において、初診日があ
る月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
ことが要件となります。
　なお、20歳前に初診日のある障害の場合は、本人
の所得により、年金の支給が制限される場合がありま
す。また、初診日が老齢年金を繰り上げ請求した後の
場合、障害年金は請求することができなくなります。

　原則として、65歳になる前までの手続きが必要で
す。詳細は、お問い合わせください。
問国保年金課国民年金係、厚生年金加入中および第
３号被保険者期間中に初診日のある方は杉並年金事務
所☎3312-1511

 子育て・教育
児童手当などの現況届の提出はお済みですか
　児童手当・児童育成手当・児童育成（障害）手当を
受給している方へ、現況届用紙を6月初旬に郵送しま
した。現況届の提出がないと6月分以降の手当を支給
することができません。まだ提出していない方は、不
足の書類がないかを確認の上、必ず提出してください。
問児童手当・児童育成手当については子ども家庭部管
理課子ども医療・手当係、児童育成（障害）手当につ
いては障害者施策課障害者福祉係

 健康・福祉健康・福祉
保健福祉サービス苦情調整委員制度
　保健福祉サービスについて、本人、配偶者および
親族等が苦情を申し立てることができます（1年以上
過去の出来事、裁判で係争中または判決等のあった
事項、議会に請願・陳情を行っている事項、医療行為
に関することなどを除く）▶申し立て方法 保健福祉
サービス苦情調整委員と面談の上、「苦情申立書」を
提出
◇苦情調整委員相談日
　相談は、3名の委員が交替で行います。
時月3回午後1時30分～4時（受け付けは午後3時まで）
▶7～10月の相談日 7月1日㈬・9日㈭・14日㈫、8月
5日㈬・13日㈭・18日㈫、9月2日㈬・10日㈭・15日㈫、
10月7日㈬・15日㈭・20日㈫　場保健福祉部管理課
（区役所西棟10階）　申 問電話または直接、同課保健
福祉支援担当　他1人1時間

福祉サービス第三者評価の受審費助成
　受審を予定している事業者は、各担当窓口へ申請し
てください。予算に限りがあるため、法令等で受審が
要件となっていないサービスには、受審費の助成がで
きない場合があります。また、助成額には上限金額が
定められています。
　評価結果は、とうきょう福祉ナビゲーション HP
http://www.fukunavi.or.jp/で公表しています。
内申請期間 9月15日まで　対「杉並区福祉サービ
ス第三者評価事業補助金交付要綱」で定める事業者　
問高齢者分野は介護保険課事業者係、障害者分野は
障害者施策課管理係

※★は当日、直接会場へ。

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ
住まいの修繕・増改築無料相
談★

時7月3日㈮・6日㈪・10日㈮・13日㈪・17日㈮・20日㈪・27日㈪・31
日㈮午後1時～4時　場区役所1階ロビー 問東京土建杉並支部☎３３１３-１４４５、区住宅課

建築総合無料相談会・ブロッ
ク塀相談会★

時7月7日㈫・21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。ブロック塀相談会は、ブロック塀の現況写真等を持参

問東京都建築士事務所協会杉並支部☎6276-9208、区市街地整備課耐震
改修担当

住宅の耐震無料相談会・ブ
ロック塀相談会★

時7月8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。ブロック塀相談会は、ブロック塀の現況写真等を持参 問市街地整備課耐震改修担当

マンション管理無料相談 時 7月9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
のマンション管理組合の役員・区分所有者等　定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 FAX
3393-3652へファクス　問同会事務局☎3393-3680、区住宅課空家対策係

書類と手続き・社会保険に関
する相談会★

時 7月10日㈮午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他関係資料がある場
合は持参

問東京都行政書士会杉並支部☎0120-567-537、東京都社会保険労務士
会中野杉並支部☎6908-8046、区政相談課

専門家による空
あき

家
や

等総合無料
相談会

時 7月16日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場相談室（区役所
西棟2階）　対区内の空家等の所有者等（親族・代理人を含む)　定各1組
（申込順）　他1組45分

申電話または直接、住宅課空家対策係（区役所西棟５階）。または申込書
（区ホームページから取り出せます）を、7月14日（必着）までに同係 FAX5307-
0689へ郵送・ファクス　問同係

不動産に関する無料相談 時7月16日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー 申電話で、東京都宅地建物取引業協会杉並区支部☎３３１１-４９３７（平日午
前９時～午後５時〈祝日を除く〉）　問同支部、区住宅課

弁護士による土曜法律相談 時7月18日㈯午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　定12名（申込
順）　他1人30分

申電話で、7月13日～17日午前8時30分～午後5時に専門相談予約専用☎
5307-0617。または直接、区政相談課（区役所東棟1階）で予約　問同課

住民税（特別区民税・都民税）
夜間電話相談 時7月20日㈪午後5時～8時30分 問納税課☎5307-0634～6

 7 月の各種相談

 保険・年金
2年度介護保険料通知を発送します
　介護保険第1号被保険者（65歳以上の方）全員に、
2年度の介護保険料段階・年間保険料の通知を7月8日
㈬に発送します。介護保険料段階は、2年度住民税課
税状況等（元年中の所得）を基に決定しています。
　第1号被保険者の保険料の納め方は、特別徴収（年
金からの引き落とし）と普通徴収（納付書払いまたは
口座振替）があります。ご自身の納め方は、通知書で
確認してください。本人の希望で特別徴収と普通徴収
を選択することはできません。納付書払いの方は、同
封の納付書でお支払いください。
◆介護保険料の軽減
　第1～3段階の介護保険料は、国の低所得者保険料
軽減強化の実施（元年10月からの消費税増税に伴う
財源の活用）により、下表のとおり引き下げています。
◆�新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険
料の支払いが困難な方へ
　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休
廃止、失業等の理由で著しく収入が減少し、保険料を

　新型コロナウイルスの感染状況によっては、
本紙および過去の「広報すぎなみ」掲載の催し
や募集の内容等が中止または延
期となる場合があります。最新
情報は、各問い合わせ先にご確
認いただくか、区ホームページ
をご覧ください。

【重要なお知らせ】

保険料段階 対象者 保険料額（年額）
軽減後

第1段階
・生活保護受給者
・�世帯全員（一人世帯含む）が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給の方。または
本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

2万2440円

第2段階 世帯全員（一人世帯含む）が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円を超え、120万円以下の方 3万円

第3段階 世帯全員（一人世帯含む）が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が120万円を超える方 5万4480円
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 生活・環境
地籍調査を実施します
　道路や水路の官有地に接する土地について、所有
者（登記簿上の所有者）の調査や境界測量などを実
施します。
内調査期間 3年2月まで▶実施地域 高円寺南3丁目
の一部、清水1・2丁目、本天沼2・3丁目、天沼1～3丁
目、上荻1丁目　問土木管理課道路台帳係　他高円寺
南3丁目の一部の土地所有者は、現地立ち会いの必要
あり（別途、お知らせを送付）

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

特別区職員
①Ⅲ類（高卒程度）
内第１次試験日 9月13日㈰▶受験資格 日本国籍を
有し、平成11年4月2日～15年4月1日に生まれた方▶
試験区分 事務
②経験者
内第1次試験日 9月6日㈰▶採用区分、試験・選考区
分、主な受験資格 下表のとおり（いずれも昭和36年
4月2日以降に生まれた方）
③障害者
内第１次選考日 9月13日㈰▶受験資格 日本国籍を
有し、次の要件の全てを満たす方⑴次の(ｱ)～(ｴ)のい
ずれかに該当する方(ｱ)身体障害者福祉法第15条に定
める身体障害者手帳の交付を受けている(ｲ)都道府県
知事または政令指定都市市長が発行する療育手帳の
交付を受けている(ｳ)児童相談所等により知的障害者
であると判定された(ｴ)精神保健および精神障害者福
祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている⑵平成元年4月2日～15年4月
1日に生まれた⑶活字印刷文または点字による出題に
対応できる▶試験区分 事務（高卒程度）
④就職氷河期世代
内第１次選考日 9月6日㈰▶受験資格 日本国籍を有
し、昭和45年4月2日～61年4月1日に生まれた方▶試
験区分 事務

いずれも�
内試験・選考案内（申込書）の配布場所 人事課人

事係（区役所東棟5階）、区民事務所、地域区民セン
ター、図書館、就労支援センター、特別区人事委員
会事務局任用課　申インターネット 7月16日午後5
時（受信有効）までに特別区人事委員会ホームページ
から申し込み▶郵送 申込書を、7月14日（消印有効）
までに特別区人事委員会事務局任用課採用係（〒102-
0072千代田区飯田橋3-5-1）　問同係☎5210-9787、
区人事課人事係　他採用予定数などの詳細は、採用
試験・選考案内参照

 募集します募集します
①高齢者住宅「みどりの里」②区営住宅（家族
向け）③都営住宅地元割り当て
　住宅に困っている方に向け、以下のとおり募集しま
す。申し込みには、所得基準額等の条件があります。
①高齢者住宅「みどりの里」の空き室待ち登録者
内募集数 単身世帯29戸、2人世帯10戸▶申し込み資
格 ⑴65歳以上の1人暮らし、または65歳以上の方と
60歳以上の方で構成されている2人世帯⑵区内に引き
続き2年以上居住し、そのことが住民票などで証明で
きる⑶自立して日常生活が営める
②区営住宅（家族向け）の空き室待ち登録者
内募集数 一般世帯向け38戸、障害者・高齢者世帯向
け15戸▶申し込み資格 ⑴区内に引き続き2年以上居
住する成年者で、そのことが住民票などで証明できる
⑵同居親族がいる
③都営住宅地元割り当ての空き室入居者
内募集住宅（募集数） 堀ノ内3-49（2戸）、久我山
1-3（1戸）、井草3-15ほか（1戸）、宮前3-8（1戸）／いず
れも2人以上。家族向け▶申し込み資格 ⑴申込者本
人が区内に居住する成年者で、そのことが住民票など
で証明できる⑵同居親族がいる

いずれも�
内「申込みのしおり」配布期間 7月13日まで（各
配布場所の休業日を除く）▶配布場所 区役所1階ロ
ビー、住宅課（区役所西棟5階）、福祉事務所、区民
事務所（平日夜間および休日は、区役所の夜間休日受
付で配布）　申申込書を専用封筒で、7月15日（必着）
までに郵送　問住宅課住宅運営係　他公開抽選会を
8月7日㈮に区役所分庁舎（成田東4-36-13）で実施（①
午前10時②③午後2時）。詳細は、「申込みのしおり」を

参照

ファミリーサポートセンター協力会員
内保育園・学童クラブなどへの送迎やそれに伴う子ど
もの預かり、保護者の外出時などの子どもの一時的な
預かりなど（会員宅や児童館などで）▶謝礼 1時間
800円（早朝・夜間1000円）　対区内または区に隣接
する区市在住の20歳以上で、各研修に参加できる方　
申 問電話で、杉並区社会福祉協議会☎5347-1021　
他会員登録後、7月8日㈬の研修会に参加。詳細は、
お問い合わせください

東京都子育て支援員研修（第2期）の受講者
内子育て支援分野に従事する上で、必要な知識や
技能等を有する「子育て支援員」の養成研修▶募集
コース ①地域保育コース②地域子育て支援コース
③放課後児童コース④社会的養護コース▶研修実施
時期等 2年9月から順次開始▶研修場所 都内（新
宿区ほか）　対都内在住・在勤の方　申申込書（子ど
も家庭部管理課〈区役所東棟3階〉で配布。または
東京都福祉保健財団、東京リーガルマインドホーム
ページから取り出せます）を、7月15日（必着）まで
に①東京都福祉保健財団（〒163-0718新宿区西新
宿2-7-1小田急第一生命ビル18階）②③④東京リー
ガルマインド（〒164-0001中野区中野4-11-10）へ
簡易書留で郵送　問①東京都福祉保健財団☎3344-
8533②③④東京リーガルマインド☎5913-6225　
他詳細は、募集要項（子ども家庭部管理課で配布予
定）または東京都福祉保健財団、東京リーガルマイ
ンドホームページを参照

 税金
インターネット公売の実施
　滞納税金に充当するため、滞納者から差し押さえた
財産のインターネット公売を実施します。
内事前に「Yahoo!�JAPAN�ID」を取得する必要があ
ります。詳細は、区ホームページを参照▶日程等 参
加申し込み 7月3日㈮午後1時～20日㈪午後11時▶入
札 7月28日㈫午後1時～30日㈭午後11時▶公売予定
物品 野球関連グッズ、アニメフィギュアほか
◆下見会
時7月9日㈭午前10時～午後3時　場納税課窓口（区
役所中棟2階）　他要事前連絡

いずれも�
問納税課公売・調整担当

 その他
原爆被爆者に見舞金を支給します
　7月1日現在、区内在住で被爆者健康手帳をお持ち
の方に見舞金2万1000円を支給します。元年度に見舞
金を受給し、引き続き資格を有する方は申請の必要は
ありません。
申被爆者健康手帳・本人の銀行口座が分かるもの・印
鑑を持参の上、7月31日までに直接、障害者施策課障
害者福祉係（区役所東棟１階）　問同係

特別弔慰金の請求の受け付け再開
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止してい
た請求受け付け窓口を再開しました。
内戦没者等の死亡当時の遺族で、2年4月1日（基準日）
に公務扶助料や遺族年金を受けている方（戦没者等
の妻や父母等）がいない場合、先順位の遺族1名に額
面25万円、5年償還の記名国債を支給▶請求期限 5
年3月31日▶受付時間 午前9時～午後4時　問保健福
祉部管理課地域福祉係

〈経験者〉
採用区分 試験・選考区分 主な受験資格

1級職

事務・土木造
園（土木）・建
築・機械・電気

・日本国籍を有する方
・�民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある方（1つの民間企業等での継続した経験のみ
を対象とし、複数の経験は通算しない）

福祉

・�民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある方（1つの民間企業等での継続した経験のみ
を対象とし、複数の経験は通算しない）
・�社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有する、または保育士の資格を有し都道府県知事の登録を受
けている人

児童福祉・児
童指導

・�民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上あり、そのうち、児童相談所等での業務従事歴が
2年以上ある方
・�社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有する、または保育士の資格を有し都道府県知事の登録を受
けている方

児童心理
・�心理に関連する業務の従事歴が直近10年中4年以上あり、そのうち、児童相談所等での業務従事歴が2
年以上ある方
・�学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）の心理学科を卒業、またはこれに相当する方

2級職
（主任）

事務・土木造
園（土木）・建
築

・日本国籍を有する方
・�民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある方（業務従事歴は1年以上の期間について、
複数のものを通算することができる。ただし、そのうち1カ所については、継続した4年以上の経験を
有すること）

福祉

・�民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある方（業務従事歴は1年以上の期間について、
複数のものを通算することができる。ただし、そのうち1カ所については、継続した4年以上の経験を
有すること）
・�社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有する、または保育士の資格を有し都道府県知事の登録を受
けている方

児童福祉・児
童指導

・�民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上あり、そのうち、児童相談所等での業務従事歴が
3年以上ある方
・�社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有する、または保育士の資格を有し都道府県知事の登録を受
けている方

児童心理
・�心理に関連する業務の従事歴が直近14年中8年以上あり、そのうち、児童相談所等での業務従事歴が3
年以上ある方
・�学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）の心理学科を卒業、またはこれに相当する方

3級職
（係長級）

児童福祉・児
童指導

・�民間企業等における業務従事歴が直近18年中12年以上あり、そのうち、児童相談所等での業務従事歴
が5年以上ある方
・�社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有する、または保育士の資格を有し都道府県知事の登録を受
けている方

児童心理
・�心理に関連する業務の従事歴が直近18年中12年以上あり、そのうち、児童相談所等での業務従事歴が
5年以上ある方
・�学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）の心理学科を卒業、またはこれに相当する方

※�業務従事歴は3年3月31日時点を基準日とします。また、満22歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の期間に限ります。
※�Ⅰ類採用試験【一般方式】および【土木・建築新方式】や、就職氷河期世代を対象とする採用試験に申し込んだ方は、試験区分や受験の
有無に関わらず、経験者採用試験・選考の申し込みができません。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
今年の「杉並区敬老会」の開催は中止します。
問高齢者施策課いきがい活動支援係

杉並区敬老会中止のお知らせ
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 高齢受給者証を送付します 

後期高齢者医療制度のお知らせ
―――問い合わせは、国保年金課高齢者医療係☎5307-0651へ。

 ダイオキシン類調査結果  
〈大気中ダイオキシン類調査結果〉� 単位：pg-TEQ/㎥

調査地点
元年

5月22日
～29日

8月21日
～28日

11月13日
～20日

2年
2月7日
～14日

元年度
年平均値

平成30年度
３調査地点の

年平均値
井草森公園 0.011 0.0099 0.014 0.024 0.015 0.016
大宮前体育館 0.010 0.012 0.014 0.023 0.015 0.018
郷土博物館 0.0087 0.013 0.013 0.018 0.013 0.016
※環境基準＝0.6pg-TEQ/㎥以下。

〈河川ダイオキシン類調査結果（水質）〉� 単位：pg-TEQ/ℓ

調査地点 元年
8月1日

2年
2月19日

元年度
年平均値

宮下橋(神田川) 0.14 0.075 0.11
佃橋(神田川、玉川上水放流口) 0.28 0.079 0.18
尾崎橋(善福寺川) 0.064 0.064 0.064
和田見橋(神田川) 0.10 0.065 0.083
※環境基準＝水質：1pg-TEQ/ℓ以下。

　区は、「杉並区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例」に基づき、区内のダイオキシ
ン類による汚染の状況についての調査測定を定期的に実施しています。元年度に実施し
た調査結果は、大気・河川とも環境基準値内の濃度でした。

＊��ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベン
ゾパラジオキシンおよびコプラナーPCBを合わせたものです。

＊��1pgは1兆分の1gです。
＊��TEQとは、ダイオキシン類の毒性の強さは種類により異なるた
め、最も毒性の強いダイオキシンの量に換算したものです。

●��「杉並区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例」により、簡易焼
却炉での焼却や野焼きなどは原則禁止されています。

●��家庭用簡易焼却炉の無料回収を希望する方は、お問い合わせく
ださい。なお、固定式や人力で運べないものは対象外です。

●��煙や臭いの苦情が寄せられています。落ち葉のたき火は控えま
しょう。

問環境課公害対策係

  後期高齢者医療被保険者証を送付します
　現在ご使用の「後期高齢者医療被保険者証」（以下、「保険証」）の有効期
限は7月31日です。8月1日からの保険証を、7月15日以降に簡易書留で送付し
ます。
　カードサイズになった新しい保険証の色はオレンジ色で、有効期限は4年7月
31日です。また、医療機関等での窓口支払いの自己負担割合（1割または3割）
が記載されているのでご確認ください。
　有効期限が過ぎた保険証は、個人情報に留意の上、ご自身で破棄するか、
国保年金課高齢者医療係（区役所東棟2階）またはお近くの区民事務所へ返却
してください。

  限度額適用・標準負担額減額認定証／限度額適用認定証について
　現在、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」（以下
「認定証」）をお持ちの方で引き続き交付基準に当てはまる方には、上記保険
証とは別に、8月1日から使用する認定証を7月20日以降に普通郵便で送付しま
す。有効期限が切れた認定証は破棄または返却してください。
　現在、認定証をお持ちでない方で、交付基準（次の①または②）に当てはま
る方は、申請により認定証が交付されます。
　①自己負担割合1割の方で、世帯全員が住民税非課税

　現在ご使用の「東京都国民健康保険高齢受給者証」（以下「高齢受給
者証」）の有効期限は7月31日です。8月1日から使用する高齢受給者証を、7
月中に簡易書留で世帯主宛てに送付します。
　有効期限が過ぎた高齢受給者証は、個人情報に留意の上、ご自身で破棄
するか、国保年金課国保資格係（区役所東棟2階）またはお近くの区民事務
所に返却してください。

 負担割合の判定基準
　8月～3年7月までの負担割合は、元年中の所得状況で判定します。判定の
対象者は同一世帯の70～74歳の国民健康保険加入者です。
 2割負担
　対象者全員の住民税課税所得金額が145万円未満
　または対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下

70～74歳で国民健康保険加入の方へ

　②�自己負担割合3割の方で、同世帯の後期高齢者医療被保険者全員の2年度
住民税課税所得がいずれも690万円未満

　認定証と保険証を合わせて医療機関に提示すると、支払いの一部負担金は
月当たりの限度額までとなります。自己負担割合１割の方は、入院時の食事代も
減額されます。

  後期高齢者医療保険料の通知を７月中旬に送付します
　2年度は2年に1度の保険料率見直しの年にあたり、均等割額を4万4100円
に、所得割率を8.72％に改定しました。保険料決定通知書には年間保険料額と
その根拠が、納入通知書には納入方法を記載しています。納付書が同封されて
いる場合は、納付書に記載されている場所で期限までに納めてください。同封
されていない場合は、年金からの引き落とし、または口座振替となります。

◯均等割額の軽減について
　同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金
額等を合計した額」をもとに、均等割額を軽減しています。
　国が特例として実施してきた、総所得金額等の合計額が33万円以下の方
の軽減は、介護保険料軽減の拡充等と併せて見直されました。
○保険料の徴収猶予・減免について
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、保険料の
徴収猶予・減免などの相談を受け付けています。

  確定申告期限延長による影響について
　確定申告および特別区民税・都民税の申告期限が延長されたことに伴い、申
告の内容が自己負担割合や認定証の適用区分の判定、保険料の算定に反映さ
れていない場合があります。申告した内容が判明し、自己負担割合や認定証の
適用区分、保険料額が変更になった場合は、変更決定の通知書等を改めて送
付します。

８月１日から保険証の大
きさは

カードサイズになりま
す

 3割負担
　対象者のうち、1人でも住民税課税所得金額が145万円以上
　かつ対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円を超える
　※�3割負担の場合でも、元年中の収入の合計が下表の基準に該当する場合
は、申請により2割負担になります。

〈3割負担の方が申請により2割負担になる基準表〉
対象者 基　準　額

1人の世帯

●�収入が383万円未満
●��収入が383万円以上かつ同一世帯の後期高
齢者医療制度への移行者との収入の合計が
520万円未満

2人以上の世帯 収入の合計が520万円未満

　確定申告および特別区民税・都民税の申告期限が延長されたことに伴
い、申告した内容が負担割合の判定に反映されていない場合があります。
申告した内容が判明し、負担割合が変更になる場合は、高齢受給者証を
改めて送付します。

問国保年金課国保資格係
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