
 保険・年金
年金生活者支援給付金制度について

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額
やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活
を支援するために、年金に上乗せして支給される制度
です。支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは
原則不要です。
　今年度、新たにこの制度の対象となり得る方には、
10月中旬以降、日本年金機構から請求書が送付され
ますので、必要事項を記入の上、同機構へ返送してく
ださい。指定された期日までに請求し、要件に該当す
ると、8月分から支給されます。
問ねんきんダイヤル☎ 0570-05-1165（050で始まる
電話からは☎ 6700-1165）

 生活・環境
（仮称）荻外荘公園の都市計画に関する説明会

　区取得予定地（荻窪2-42-12）を（仮称）荻外荘公
園の一部として拡張するにあたり、都市計画に関する
説明会を開催します。
時 10月27日㈫午後7時　場荻窪地域区民センター
（荻窪2-34-20）　申問電話で、10月26日までにみどり
公園課公園企画係　他車での来場不可

堀ノ内2・3丁目で道路の調査を行います

　区では狭あい道路の拡幅整備を推進するため、堀
ノ内2・3丁目で未後退の2項道路（※）の現地調査を
実施します。調査は、身分証を携帯した委託事業者
が道路上にて道路幅の計測等を行います。

※ 建築基準法第42条2項で指定された道路で、幅員
4ｍ未満の道路。

問狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係

 健康・福祉
障害者手帳カード形式の導入について

　障害者手帳はこれまで紙形式のものでしたが、ご
希望によりカード形式の障害者手帳を交付できるよう
になりました。対象は、①身体障害者手帳・愛の手帳
（東京都療育手帳）②精神障害者保健福祉手帳（新規
または更新時の切り替えのみ）です。
問①各福祉事務所（荻窪☎ 3398-9104／高円寺☎ 
5306-2611／高井戸☎ 3332-7221）②各保健セン
ター（荻窪☎ 3391-0015／高井戸☎ 3334-4304／
高円寺☎ 3311-0116／上井草☎ 3394-1212／和泉☎ 
3313-9331）

 採用情報　※応募書類は返却しません。
 区以外の求人 
地域包括支援センターケア24阿佐谷・松ノ木　
常勤職員

内高齢者に関する総合相談、介護予防プラン作成ほ
か▶勤務日時＝月～土曜日、午前8時45分～午後5時
15分・午前10時45分～午後7時15分（実働7時間30
分。いずれも交代制。祝日を除く）▶勤務場所＝ケ
ア24阿佐谷（阿佐谷北1-3-12）、ケア24松ノ木（松
ノ木3-3-4）▶資格＝保健師、看護師、社会福祉士、
介護支援専門員（主任介護支援専門員取得者優先）
のいずれか▶募集人数＝1名▶報酬＝当運営法人規定
による　申履歴書に職務経歴書・資格証の写しを添
えて、河北医療財団経営企画課（〒166-8588阿佐
谷北1-7-3）へ郵送　問同課☎ 5327-6226（月～土

曜日、午前9時～午後5時）　他書類選考後に面接を
実施

 施設情報
ゆうゆう荻窪館の臨時休館のお知らせ

　空調設備交換のため、10月29日㈭～31日㈯は臨時
休館します。
問ゆうゆう荻窪館☎ 3335-1716、高齢者施策課施設
担当

区からのお知らせ
　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にな
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】

●体調不良時の利用自粛
●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

●！ 感染症防止対策
　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。

保健センター名 子育て相談 母親学級 離乳食講習会 乳幼児歯科相談 栄養・食生活相談 ものわすれ相談 心の健康相談

荻窪
（荻窪5-20-1）
☎3391-0015
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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ども家庭部管理課母子保健係（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。チェーン錠を付けるなど各自でご注意ください。

11月の各種健康相談 いずれも予約制。申し込みは、各保健センターへ。

　区内で地域清掃活動を行う団体・個人の
活動を支援するため、ごみ袋（20枚程度。
原則年１回）の提供、火バサミの貸し出し
を行っています。

受付場所　環境課（区役所西棟7階）、
地域課地域活動係（各地域区民センター
内）
受付時間　月～金曜日午前9時～午後5
時（祝日、年末年始は除く）
申し込み　「地域清掃活動」計画書（各
受付場所で配布。区ホームページからも
取り出せます）を受付場所へ持参
問い合わせ　環境課庶務係

地域清掃活動で
まちを美しく
しませんか

No.2288　令和2年（2020年）10月15日 

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。

　9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、環境課公害対策係。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衛生検査係☎ 3334-6400

区内空間放射線量等測定結果

　納期限までに金融機関、コンビニエンスストア、区民
事務所などで納付してください。モバイルバンキングを
利用できる方は、スマートフォンから「モバイルレジ」が
利用できます。口座振替の方は、11月2日㈪に指定の口座
から振り替えます。預金残高をお確かめください。

問納税課管理係☎ 5307-0637

　口座振替依頼書を提出いただくか、キャッシュカードで申し込みができる
「ペイジー口座振替受

うけ

付
つけ

サービス」もあります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、納め忘れがなく、
対面での納付にならない口座振替をお勧めしています

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入に相当
の減少があった方は、1年間、住民税の徴収猶予（納期の延長）
を受けられる場合があります。
　法令改正により、納期限が3年2月1日までの住民税（第4期分）
も対象となりました。詳細は、区ホームページ（右2次元コード）
をご覧の上、事前に電話でお問い合わせください。

医療機関案内・急病相談
機関 平日 土・日曜日、祝日 備考

杉並区急病医療
情報センター
☎#7399

（または☎5347-2252）

午後8時～
翌日午前9時

午前9時～
翌日午前9時

相談員に
よる対応

東京都医療機関・
薬局案内サービス

（ひまわり・t-薬局いんふぉ）
☎5272-0303

24時間受け付け
コンピュー
ターでの
自動応答

東京消防庁
救急相談センター
☎#7119

（または☎3212-2323）

24時間受け付け
相談医療
チームに
よる対応

急病診療のご案内 ※必ず事前に電話で相談！　※保険証・医療証を忘れずに！　
※未成年者の受診は、原則保護者等が付き添いをお願いします。

機関 診療科目 平日 土曜日 日曜日、祝日 備考

休日等夜間急病診療所
（杉並保健所2階）
☎ 3391-1599

小児科 午後7時30分～
10時30分

受け付けは
終了30分前まで。

受診前にお電話ください。
※午後 5時以降小児科は、
　1歳以上が診療対象。

   内科・
   小児科・
耳鼻咽喉科

午後5時～
10時（※）

午前9時～
午後10時（※）

外科 午前9時～
午後5時

急病診療医療機関
（当番医）の案内は

☎ #7399
（または☎5347-2252）

   内科・
   小児科・

午前9時～
午後5時

受け付けは
終了30分前まで。
受診前に医療機関へ
お電話ください。

歯科保健医療センター
（杉並保健所5階）
☎3398-5666

歯科 午前9時～
午後5時

受け付けは
終了1時間前まで。

受診前にお電話ください。

保育施設入所（一次）の
申し込みについて
（認可保育所等、区立子供園〈長時間保育〉）

受け付け
　コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送で
の受け付けとなります。
送付先＝保育課保育相談係
締め切り＝11月10日（必着）
※簡易書留・レターパックなど発着記録が残る方法で送付してください。
　郵送での提出が間に合わない場合、以下の窓口でも受け付けます。
 ● 窓口＝子どもセンター（荻窪☎ 5347-2081／高井戸☎ 5941-3839／
高円寺☎ 3312-2811／上井草☎ 3399-1131／和泉☎ 3312-3671）
　締め切り＝11月13日午後5時まで（要予約）
●区役所提出専用窓口
　設置期間＝11月6日～14日午前8時30分～午後5時
　（日曜日を除く。土曜日は午前9時から）

その他
　「令和3年度保育施設利用のご案内」（申込書）の配布場所・募集予
定人数などの詳細は、区ホームページをご覧ください。

問保育課保育相談係☎ 5307-0657

3年4月
入園

7・8月のご寄附（敬省略・順不同）

寄附顕彰（東京杉並ロータリークラブ）の様子

▲

ご寄附ありがとうございました

特別区民税・都民税（普通徴収分）
第3期分の納期限は11月2日㈪です

　回答がお済みでない方は、インターネットまたは郵送でご回答
をお願いします。
調査全般に関するお問い合わせ
総務省国勢調査コールセンター☎ 0570-07-2020
（IP電話からは☎ 6636-9607。10月31日まで。午前8時～午後9時）
問区民生活部管理課統計係☎5307-0621

国勢調査の回答は10月20日㈫まで
受け付けしています

【社会福祉基金】　鈴木和博▶匿名および氏名のみ公表分計＝27万7500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7・8月分＝
24万7830円▶JA東京中央ファーマーズマーケット荻窪▶杉並第一小学校令和元年
度6年生56＋スマイルカンパニー▶杉並第一小学校令和元年度杉一5かがやきカン
パニー▶鈴木和博／（仮称）荻外荘公園などの整備＝若井幸子＝1万円▶武田幸雄
▶峯岸誠▶佐藤淳／匿名および氏名のみ公表分計＝14万円
【NPO支援基金】　越田美砂子=1万円▶鈴木和博▶匿名および氏名のみ公表分計＝
2万7500円
【次世代育成基金】　立正佼成会杉並教会＝10万3150円▶チャリティー杉並明るい
みんなの会＝3万5000円▶方南銀座商店街振興組合＝1万2770円▶丸市豊也＝30万
円▶薗部知昭＝10万円▶大原俊＝2万円▶竹中啓子＝1万円▶鈴木和博▶小谷勝博▶
今村冨美枝▶井出紀子▶小竹秀雄／匿名および氏名のみ公表分計＝31万4500円
【日本フィル被災地支援活動】　清水照子＝1万円▶今村冨美枝▶小林稔
【杉並区応援寄附金】　明治安田生命保険相互会社武蔵野支社阿佐谷営業所=46万
9100円▶畠中君代＝30万円▶渡辺信秀＝5万円／匿名分計＝32万円
【新型コロナウイルス感染症対策寄附金】　東京杉並ロータリークラブ＝100万円
▶野崎一郎＝10万円▶平松貴志＝5万円▶上田潤＝3万円▶斎藤純一＝3万円▶今
村光延＝2万円▶秋澤博之=1万2000円▶竹中啓子＝1万円▶辻田文也▶松島工司
▶河野美佐子▶佐野光男▶宮下永▶宮下千恵子▶佐藤淳▶佐藤克徳▶柏木健三郎
▶林正紀▶本橋総一郎▶五十嵐衛▶立岡明日香▶柳珠緒▶柳貴子▶柳泰世▶柳恒
世▶柳悠世▶山田芳恵▶佐野太南▶眞崎芳江▶田中弘美▶富安弘毅▶黒沢光伸▶
西山雅俊／匿名および氏名のみ公表分計＝712万2070円

令和2年（2020年）10月15日　No.2288

審議会等のお知らせ 都市計画審議会
時10月29日㈭午前10時～正午　場区役所第3・4委員会室（中棟5階）　内
東京都市計画生産緑地地区の変更について（案）［杉並区決定］、特定生
産緑地の指定について、地形地物の変更等に基づく用途地域等の変更につ
いて、上井草駅周辺の駅前広場計画等に関する都市計画案について　問都
市整備部管理課



※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。

広告

時下表のとおり　場杉並公会堂（上荻1-23-15）　対区内在住で平成12年4月2日～13年4月1日生まれ
の方（該当する方へ12月上旬に案内状を発送予定）　問児童青少年課青少年係☎ 3393-4760

　2年度の成人式は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4回に分けて実施します。

　養育家庭（里親）制度は、さまざまな事情で親と一緒に暮らす
ことのできない子どもたちを一定期間家庭に迎え、一緒に生活し
て養育する制度です。
　親の入院などで短期間の預かりが必要な場合もあります。幼稚
園・保育園・学校に通い続けるためには、学区内の養育家庭でお
預かりいただけることが理想です。全小学校区に養育家庭の登録
ができるよう、ご協力をお願いします。

内右表のとおり　申協賛申込書（スポーツ振興課〈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）を、杉並区中学校対抗駅伝大会2020実行委員
会事務局（同課内）FAX5307-0693 sp-sinko@city.suginami.lg.jpへ郵送・ファ
クス・Eメール

開始予定時間 午前9時 午前11時30分

住所
（町名・丁目）

荻窪、久我山、松庵、高井戸西、西荻北、西荻南、南荻窪、宮前の全
域、上荻（4丁目4～10・26～30番）、善福寺（1丁目1～23番、2丁目
1～20・22・23番）、上高井戸（1・2丁目全域）、高井戸東（4丁目3
～21番）

天沼、井草、今川、上井草、下井草、清水、本天沼、桃井の全域、阿佐谷
北（3丁目5～7・11～43番、4丁目2～12・18～28番、6丁目14～25・27～
33番）、上荻（1～3丁目全域、4丁目1～3・11～25番）、善福寺（1丁目24
～34番、2丁目21・24～39番、3・4丁目全域）

中学校区 荻窪、松溪、神明、西宮、富士見丘、宮前 天沼、井荻、井草、中瀬、東原

開始予定時間 午後2時 午後4時30分

住所
（町名・丁目）

阿佐谷南、大宮、高円寺北、成田西、成田東、松ノ木の全域、阿佐谷北
（1・2丁目全域、3丁目1～4・8～10番、4丁目1・13～17・29・30番、
5丁目全域、6丁目1～13・26・34～49番）、和泉（3丁目5・6・11～
16・23～63番、4丁目16・17・46番）、梅里（2丁目全域）、永福（4丁
目全域）、高円寺南（2～4丁目全域）、堀ノ内（1丁目8～27番、2丁目
5・18～21・32～41番、3丁目4～48番）

下高井戸、浜田山、方南、和田の全域、上高井戸（3丁目全域）、高井戸
東（1～3丁目全域、4丁目1・2・22～28番）、和泉（1・2丁目全域、3丁
目1～4・7～10・17～22番、4丁目1～15・18～45・47～51番）、梅里
（1丁目全域）、永福（1～3丁目全域）、高円寺南（1・5丁目全域）、堀ノ
内（1丁目1～7番、2丁目1～4・6～17・22～31番、3丁目1～3・49～52
番）

中学校区 阿佐ケ谷、大宮、高円寺、杉森、東田、松ノ木 和泉、高南、向陽、泉南、高井戸、和田

協賛内容 金額 申込締め切り日（必着）

プログラム広告 2～15万円

10月26日

参加賞広告 10万円

スタッフジャンパー広告 7万円

選手ゼッケン広告 20万円

スタッフ軍手広告 5万円

運営協賛金 1口1万円 11月9日

―――問い合わせは、杉並区中学校対抗駅伝大会2020実行委員会事務局
（スポーツ振興課内）☎ 5307-0765へ。

　杉並区中学校対抗駅伝大会2020実行委員会では、大会を応援していただける
協賛者を募集します。　
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて、選手・大会関係者等の安全
を第一に考えた今大会をぜひご支援ください。

養育家庭に
　なりませんか
―――問い合わせは、杉並子ども家庭支援センター☎ 5929-1902へ。

「成人祝賀のつどい」を開催します2年度

懸命に走る中学生を応援
しよう！

　より多くの方にこの制度を知っていただくために、体験発表会を開催します。
時11月28日㈯午後2時～4時　場ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　定
30名（申込順）　申 問電話で、杉並子ども家庭支援センター（午前9時～
午後7時。日曜日、祝日を除く）。または東京都杉並児童相談所☎ 5370-
6001（午前9時～午後5時。土・日曜日、祝日を除く）　他2歳～就学前の
託児あり（3名程度〈申込順〉。電話で、同センター）

養育家庭体験発表会

主な要件
●養子縁組を目的としない。
● 都内在住の夫婦である（配偶者のいない場合は、一定の条件あり）。
●家族の構成に応じた適切な居住環境がある。
●養育期間は短期から可能。
●委託期間中の子どもの養育費等は都が基準に基づいて支払う。
※ 詳細は、東京都杉並児童相談所☎ 5370-6001へお問い合わせください。

3年1月11日●祝

杉並区中学校対抗
駅伝大会2020協賛者募集

※開場時間は各開始予定時間の30分前。
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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。

広告

　平成30年6月に発生した大阪府北部地震では、登校中
の小学生が倒壊したブロック塀の下敷きになり死亡する事
故が起こりました。
　区では同様の事故が起こることのないよう、ブロック塀
の撤去や新設に係る助成を行っています。

―――問い合わせは、市街地整備課耐震改修担当へ。

　放置自転車のない安全で住みやすい街をつくるために、ご協力をお願いします。
―――問い合わせは、土木管理課自転車対策係☎ 5307-0735へ。

◆ブロック塀等改修工事費助成
　幅員4ｍ以上の道路に面し、区が危険と判断したブロック塀等の撤去・新設に係る費
用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。
助成期間＝7年3月31日まで ◆狭あい道路拡幅整備事業

　 　狭あい道路の拡幅整備に合わせた塀の撤去や設置に
係る費用の一部を助成します。
　問狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係

◆接道部緑化助成
　 　道路沿いに生け垣等の緑化を行う場合、緑化部分の
既存ブロック塀などの撤去も含め、費用を助成します。
　問みどり公園課みどりの事業係

ブロック塀等の改修に関連するその他の助成制度

なぜ、自転車の放置はいけないの？
　歩道や車道に放置された自転車は、歩行者や他の車両の通行の妨げにな
り、歩行者が接触・転倒してけがをする原因となります。また、緊急車両
の通行を妨げ、救援救助の活動を遅滞、妨害することになります。さらに、
街の美観も損ねます。

放置自転車の撤去等について
　放置禁止区域内に放置された自転車は、警告後も移動がない場合、置い
ていた時間・理由にかかわらず随時撤去します。放置禁止区域外（私道・
私有地を除く）の放置自転車も、区民の良好な生活環境が阻害されている
場合は警告後に撤去します。
　撤去した自転車は集積所で保管され、返還の際は、撤去手数料として
5000円が必要です。撤去日の翌日から30日間を経過しても引き取りがない
場合は、条例に基づき処分します。

自転車駐車場をご利用ください
　通勤、通学、買い物などで自転車を利用して駅周辺に来たときは、自
転車駐車場をご利用ください。
　上井草北、阿佐ケ谷東、高井戸北、方南町東、久我山北、高円寺北、
新高円寺地下、荻窪東地下の各区営自転車駐車場では、入庫から1時間ま
で無料で利用できるスペースも用意しています。またほとんどの駅周辺に
は、1・2時間まで無料で利用できる民営の自転車駐車場があります。
　詳細は、「すぎナビ」、または「杉並区自転車駐車のご案内」（各区民事
務所で配布）をご覧ください。

民営自転車駐車場育成補助金の交付
　民営自転車駐車場を建設する場合、補助金制度があります。平成31
年4月1日から台数制限をなくし、対象範囲を広げるなど交付要件を緩
和しました。土地活用等でお悩みの方はご相談ください。その他、管理
費やバイク駐車場建設費への補助金もあります。

放置ゼロ キレイな街で おもてなし
駅前放置自転車クリーンキャンペーン

ブロック塀等安全対策支援事業を
実施しています

▲助成対象となったブロック塀 ▲既存ブロック塀を全て撤去し、軽量フェンスに改修

▲外観の様子

▲ホール内の舞台

▲ホール内の座席

改修前 改修後

　老朽化による大規模な改修工事を終え、11月1日㈰から開館し
ます。施設の利用は、これまでどおり「さざんかねっと」（右2
次元コード）等で受け付けています。

―――問い合わせは、地域課地域施設計画調整担当へ。

● 利便性・快適性の向上
　2階にあった受付を1階に移動し、ホール内の座席の幅を広げるなど
レイアウトの変更を行いました。
● 防災機能の強化
 　災害発生時の地域の救援活動の拠点施設として、防災用発電機を
設置し停電に備えるとともに、非常用コンセントの電源を確保する
などしました。

主な変更点

勤労福祉会館・
西荻地域区民センターが
リニューアルオープンします

10月22日木～31日土

地震に備える！

（桃井4-3-2）

11月1日㈰、装いも
新たに
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