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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

 保険・年金
国民年金保険料
　3年度の国民年金保険料は、月額1万6610円です。
　保険料は、4月上旬に日本年金機構から送付される
納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア
で納付することができます。
　また、国民年金保険料はまとめて納付すると保険料
が割引になる「前納制度」があります。1年分・6カ月
分の前納用納付書が毎月の納付書と一緒に送付され
るので、前納を希望する場合は、記載された期日まで
に納めてください。2年分の前納納付書や一定期間を
まとめた納付書を希望する場合は、年金事務所へお申
し込みください。
　なお、保険料は現金による納付のほか、口座振替
やクレジットカードでも納付ができます。
問杉並年金事務所☎3312-1511

4～7月分の介護保険料通知書を発送します
　介護保険料の支払い方法が納付書払い・口座振替

（普通徴収）の方に対し、4～7月分の納入通知書を4
月12日㈪に発送します。
　支払い方法が年金からの引き落とし（特別徴収）の
方へは、今回の通知書は発送しません。普通徴収の
方の8月分以降の保険料額決定通知書および特別徴収
の方の3年度の納入通知書は、7月中旬に発送します。
問介護保険課資格保険料係

保険料の延滞金
　3年度から、納期限内に保険料を納付した方との公
平性確保等のため、納期限を過ぎた保険料について
延滞金を徴収します。また、保険料の還付にあたり、
還付加算金を加算します。
内対象保険料 国民健康保険料・後期高齢者医療

保険料・介護保険料　問国保年金課国保収納係☎
5307-0374、同課高齢者医療係☎5307-0329、介護
保険課資格保険料係☎5307-0654

 子育て・教育
就学援助
　区内在住で国公立小中学校に通学している児童・生
徒の保護者に対し、学用品や給食など学校で必要な
費用の一部を区が援助する制度です。
対区内在住の児童・生徒と同居の保護者で、次の①
～③のいずれかに該当する方①現在、生活保護を受
けている②2年4月1日以降に、生活保護が停止・廃止
になった③2年中の世帯員全員の総所得金額の合計
が、教育委員会で定める認定基準額以下の世帯　申
申請書（区立小中学校、学務課就学奨励担当〈区役
所東棟6階〉で配布）を、同担当または在学校へ提
出。区外の学校に通学している児童・生徒の保護者
は、お問い合わせください　問同担当

子ども・子育てプラザ天沼
一時預かり事業の定員を追加します
　子ども・子育てプラザ天沼（天沼3-19-16ウェル
ファーム杉並）の一時預かり事業の定員が、4年3月
31日までに限り6名から8名になります。
問子ども家庭部管理課地域子育て支援係

 施設情報
ゆうゆう西田館の開館
　ゆうゆう西田館は移転工事が完了したため開館し
ます。

内開館日時 4月5日㈪午前9時▶移転後住所 荻窪
1-56-3▶併設施設 児童青少年センター（ゆう杉並）、
男女平等推進センター　問4月9日までは高齢者施策
課、10日からはゆうゆう西田館☎3391-8747

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

杉並区職員（栄養士Ⅰ類）
内採用予定日 7月1日以降▶第1次選考日 5月8日㈯
▶受験資格 平成3年7月2日以降に生まれ、管理栄養
士の免許を有する方または管理栄養士国家試験（2月
28日実施）に合格した方（6月30日までに免許申請を
完了）▶募集人数 1名▶実施要綱・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、保健センター、就労支援
センター（天沼3-19-16ウェルファーム杉並）。区ホー
ムページからも取り出せます　申申込書を、4月21日

（必着）までに人事課人事係へ郵送・持参　問同係

特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者
内勤務場所 東京23区の区立幼稚園等（大田区・足
立区を除く）▶資格 幼稚園教諭普通免許状を有する
方▶選考方法 書類選考（新規または直近5年間に勤
務実績のない方は面接を実施）▶募集案内の配布場
所 特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局人
事企画課採用選考担当（千代田区飯田橋3-5-1東京区
政会館）。東京23区の教育委員会事務局または特別
区人事・厚生事務組合ホームページからも取り出せ
ます　問特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務
局人事企画課採用選考担当☎5210-9751　他詳細は、
募集案内参照

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】

※★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★ 時毎週月・金曜日、午後1時～4時（4月30日を除く）　場区役所1階ロビー 問東京土建杉並支部☎3313-1445、区住宅課

マンション管理無料相談
時4月8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 FAX3393-3652へファクス　問同会事務局☎3393-
3680、区住宅課空家対策係

行政相談★ 時4月9日㈮午後1時～4時　場区政相談課（区役所東棟1階）　内国の仕
事等（年金・福祉・道路など）の苦情・相談

問区政相談課

行政書士による相談
時4月9日㈮午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　内相続・遺
言・離婚・金銭問題等書類手続きに関すること　定6名（申込順）　他1
人30分

申 問電話で、4月2日から東京都行政書士会杉並支部☎0120-
567-537（午前8時30分～午後5時）

住宅の耐震無料相談会・ブロック
塀無料相談会★

時4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。ブロック塀無料相談会は、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

専門家による空
あきや

家等総合無料相談
時4月15日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場土木管理課相談
室（区役所西棟5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）　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、4月13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4月15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）　問同支部、区住宅課

弁護士による土曜法律相談
時4月17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、4月12日～16日に専門相談予約専用☎5307-0617（午
前8時30分～午後5時）。または直接、区政相談課（区役所東棟1
階）で予約　問同課

建築総合無料相談会・ブロック塀
無料相談会★

時4月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。ブロック塀無料相談会は、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

住民税（特別区民税・都民税）夜
間電話相談

時4月26日㈪午後5時～8時30分 問納税課☎5307-0634・6

 各種相談

●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
下記の対策にご協力をお願いいたします。



令和3年（2021年）4月1日　No.2299

※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。

杉並福祉事務所の障害者福祉担当の窓口が移転しました
　これまで杉並福祉事務所（荻窪・高円寺・高井戸）で受け付けていた身体障害
者手帳・愛の手帳の相談業務および手続きを、障害者施策課（区役所東棟1階）で
行います。
　それに伴い、障害者施策課に「障害福祉サービス係」を新設し、障害福祉サー
ビスの申請相談も併せて窓口を統合します。なお、「都営交通無料乗車券」の発行
と「有料道路障害者割引」の申請（新規・更新・変更）の手続きは、引き続き杉
並福祉事務所でも行います。
問障害者施策課障害福祉サービス係

　障害者の生活に係る一般的な相談については、引き続き障害者地域相談支援センター
（すまいる）にご相談ください。
問障害者地域相談支援センター（すまいる）荻窪☎3391-1976／高円寺☎5306-6381／
高井戸☎3331-2510

　3年度の「成人祝賀のつどい」を、下記のと
おり開催予定です。開催方法・時間等の詳細に
ついては、決定次第お知らせします。
時 4年1月10日㈷　場杉並公会堂（上荻1-23-
15）　対区内在住で平成13年4月2日～14年4月1
日生まれの方（該当する方へ11月末ごろに案内
状を発送する予定）　問児童青少年課青少年係
☎3393-4760

障害者の相談窓口が
変わりました

３年度

成人祝賀のつどい

 募集します
掲載広告
◆広報すぎなみ
　7～9月に発行する「広報すぎなみ」に掲載する広
告を募集します。
内主な配布方法 新聞折り込み、区立施設、駅などの
広報スタンドほか。希望する方への個別配布あり▶発
行日 月2回（1日・15日）▶発行部数 約17万部▶掲
載料 1号につき1枠1万円▶規格 縦10㎜×横235㎜▶
掲載位置 広報紙中面下部欄外▶募集枠 各号4枠（1
社につき1号1枠）　申申込書（広報課〈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
広告原稿案を添えて、4月30日（必着）までに同課
広報係へ郵送・持参　問同係　他詳細は、区ホーム
ページ参照
◆区ホームページ　バナー広告
内閲覧数 月平均約18万6000件（トップページ。元
年度実績）▶掲載料 ひと月につき1枠2万円▶規格
GIF画像またはJPG形式。縦60ピクセル×横120ピク
セル。4KB以下▶掲載位置 トップページ下部▶募集
枠数 月20枠（1社につき月1枠）　申申込書（広報課

〈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）に広告原稿案を添えて、同課広報係へ郵
送・持参　問同係　他毎月5日までの申し込みで翌月
1日から掲載。詳細は、区ホームページ参照
◆デジタルサイネージ
　区役所に設置されているデジタルサイネージに広告
の掲載を希望する事業者を募集しています。掲載を希
望する場合は、各事業者へお問い合わせください。な
お、モニターの設置個所により事業者が異なります。
申 問西棟1階壁面タッチパネル式モニター（1台）＝
表示灯☎3797-4811、東棟1階区民課待合スペース

（3台）・中棟1階国保年金課待合スペース（1台）＝宣
通☎6435-8433

 その他
3年度まちづくり助成　まちづくり活動団体募集　
①びぎなーコース②すてっぷコース
　区内で行う区民主体の自主的なまちづくり活動で、
地域に開かれ、現在から将来にわたって住みよい都市
環境づくりに貢献する団体に対し助成します。助成の
可否は書類審査等の上、決定します。
内募集期間 5月31日まで▶対象 ①規約・会則を定
めて区内で活動する5人以上の団体②区に登録したま
ちづくり団体▶助成金 ①3万円以内②7万円以内▶募
集数 各4団体▶審査 ①書類審査・ヒアリング②書
類審査・公開審査　申申請書（都市整備部管理課庶
務係〈区役所西棟5階〉で配布。区ホームページから
も取り出せます）を、同係へ持参　他事前相談を希
望する場合は、要予約
◆まちづくりセミナー・公開審査会
時6月12日㈯午後1時～2時＝まちづくりセミナー、午
後2時～4時（予定）＝公開審査会　場区役所第5・6
会議室（西棟6階）　他①はセミナー②は審査会への
出席必須

いずれも 
問都市整備部管理課庶務係

地価公示価格の閲覧
　1月1日現在の区内の地価公示価格は、国土交通省
ホームページ「土地総合情報システム」でご覧になれ
ます。また、以下の場所でもご覧になれます。
内閲覧場所 市街地整備課（区役所西棟3階）、区政
資料室（西棟2階）　問市街地整備課土地利用計画係　
他地価公示冊子等が電子化されたため、図書館や区
民事務所で冊子等の閲覧はできません

戦没者遺族の慰霊巡拝
①カザフスタン共和国②イルクーツク州・ブリヤート
共和国③ハバロフスク地方・ユダヤ自治州④中国東北

地方（旧満州地区全域）⑤インドネシア（ニューギニ
ア島西部を含む）⑥東部ニューギニア（ニューギニア
島東部）⑦北ボルネオ⑧ビスマーク諸島⑨トラック諸
島⑩ミャンマー⑪フィリピン⑫硫黄島への慰霊巡拝の
参加者を募集します。日程・参加費は地域によって異
なるため、お問い合わせください。
対都内在住で①～⑫の地域での戦没者の配偶者（再
婚した方を除く）、父母、子、兄弟姉妹、孫、参加す
る子・兄弟姉妹の配偶者、おいめい　問東京都福祉
保健局生活福祉部計画課援護恩給担当☎5320-4076、
区保健福祉部管理課地域福祉係　他当該地域の慰霊
巡拝に参加したことのない方等を優先

夕方のチャイムが6時に変わります
　区では、子どもたちに帰宅を促すとともに、防災
無線放送塔の点検等を目的として、夕方に「夕やけ
こやけ」のチャイムを放送しています。放送時間は、
4～9月は午後6時、日没が早まる10～3月は午後5時
です。
問広報課

変
更
点
❶

　区では、ひとり親家庭における養育費の継続した履行確
保を図るため、新たに養育費確保支援事業を実施します。
助成には要件があり、保証契約締結前には事前の相談も必
要です。詳細は、お問い合わせください。
——問い合わせは、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援

担当☎5307-0343へ。

養育費確保支援事業
を開始します

44月月11日から日からひとり親家庭向け

対　　象　 養育費についての債務名義を有し、現に子を養育
しているひとり親の方

支援内容
・ 民間の保証会社と養育費保証契約を締結する際に、初回保

証料を助成（5万円まで）
・ 助成の対象となる養育費保証契約を締結するために公正証

書（4月1日以降に作成されたもの）を作成した場合、作成手
数料を助成（4万3000円まで）

新型コロナウイルス感染症に伴う
傷病手当金の適用期間を延長します
　杉並区国民健康保険加入で、新型コロナウイルス感染症に感
染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができな
い方に支給している傷病手当金の適用期間を、6月30日まで延長
します。
　支給を受けるためには申請が必要です。必ず事前に電話で、お
問い合わせください。詳細は、区ホームページをご覧ください。
問国保年金課国保給付係☎5307-0328

障害者虐待に関する相談・通報窓口が変わりました
　障害者虐待に関する相談・通報窓口を、杉並区基幹相談支援センターに変更し
ました。
障害者虐待に関する相談・通報専用ダイヤル☎5335-7345

変
更
点
❸

杉並区基幹相談支援センターが設置されました
　「杉並区基幹相談支援センター」をウェルファーム杉並（天沼3-19-16）に新設
しました。杉並区基幹相談支援センターでは、障害者の相談支援の拠点として主
に相談機関のバックアップ（後方支援）を行います。
〈主な役割〉

　・障害者に係る虐待防止（迅速な虐待対応）
　・地域移行の促進
　・地域自立支援協議会の運営
　・特定相談支援事業所への専門的な指導、助言、人材育成など
　・緊急時の対応　ほか
問障害者施策課杉並区基幹相談支援センター☎5335-7672

変
更
点
❷
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