No.2300

区からのお知らせ

老齢基礎年金を請求する方へ
老齢基礎年金は、国民年金の保険料納付済期間、
免除・猶予期間、厚生年金・共済組合の加入期間お
よび合算対象期間などが合計10年以上ある方が、原
則65歳から受給できます。受給するためには請求が
必要で、受け付けは65歳の誕生日前日からです。な
お、請求書は事前に日本年金機構から送付されます。
また、繰り上げ請求（受給開始を早めて、60～65
歳の間に減額された年金を受けること）や、繰り下げ
請求（受給開始を遅くして、66～70歳の間に増額さ
れた年金を受けること）もできます。
問 加入期間の全てが国民年金の第1号被保険者のみの
方＝区国保年金課国民年金係▶国民年金の第3号被保
険者期間がある方、厚生年金等（第2号）に加入した
ことがある方（脱退一時金を受給した期間も含む）＝
杉並年金事務所☎︎3312-1511

生活・環境

母親学級

65歳

昭和31年4月2日 〜 32年4月1日

70歳

昭和26年4月2日 〜 27年4月1日

75歳

昭和21年4月2日 〜 22年4月1日

80歳

昭和16年4月2日 〜 17年4月1日

85歳

昭和11年4月2日 〜 12年4月1日

90歳

昭和 6年4月2日 〜 7年4月1日

95歳

大正15年4月2日 〜 昭和2年4月1日
大正10年4月2日 〜 11年4月1日

昭和32年4月2日〜37年4月1日生まれで
心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト
③ 60〜64歳
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障
害がある身体障害者手帳1級相当の方
※4年3月31日時点の年齢。
※②は5年度までの経過措置。
※③に該当し、接種を希望される方は要問い合わせ。
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栄養・食生活相談
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（和泉4-50-6）
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－
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午後1時30分〜3時
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上井草

（上井草3-8-19）

13日㈭
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午前

1

11日㈫
17日㈪
26日㈬
午後1時30分〜3時 （11日は生後9
カ月頃から）

午後

27日㈭

☎3311-0116

②

生年月日

100歳

0歳からの
歯みがき・歯科健診
（乳幼児歯科相談）

離乳食講習会

午後 時 分～ 時

高円寺

（高円寺南3-24-15）

東京都は、10月1日以降に接種を受ける方の本人負
担額の一部補助を決定しました。
これを受け、区における対応を検討しており、予診
票の郵送時期等、詳細については改めてお知らせし
ます。9月までに接種を希望する方は、ご連絡くださ
い。4～9月は例年通り本人負担額4000円です。
内 対象者＝これまでに高齢者肺炎球菌予防接種を受
けたことがなく、下表①～③のいずれかに該当する方
▶接種期限＝4年3月31日（1人1回） 問 杉並保健所保
健予防課保健予防係☎︎3391-1025
①

午前

10日㈪

☎3334-4304

平日パパママ学級

午後 時 分～４時。母子健康手帳持参。週数制限なし。
初産の方優先（荻窪保健センターは初産の方のみ）

計測は 歳の誕生月まで（荻窪保健センターは７カ月まで）。
時間帯はお問い合わせください

12日㈬
19日㈬

1

（高井戸東3-20-3）

高齢者肺炎球菌予防接種（定期接種）

いずれも予約制。申し込みは、各保健センターへ。

子育て相談

高井戸

健康・福祉

年齢

セシオン杉並の大規模改修工事の実施に伴い、セ
シオン杉並内の高円寺区民事務所は地域包括支援セン
ターケア24松ノ木2階（松ノ木3-3-4）に仮移転します。
3年1月20日付広報2面でお知らせした仮移転日は、
11月に変更となりました。詳細は、区ホームページを
ご覧ください。
問 区民課管理係

障害があるなど配慮の必要なお子さんの就学先や
教育的な支援について相談を行っています。
内 来所・電話・オンラインで実施 対 区内在住の4

5月の各種健康相談

年4月新入学児童・生徒の保護者 申 問 電話で、特
別支援教育課就学支援相談係☎︎5929-9481（月～金
曜日午前9時～午後5時〈祝日・年末年始を除く〉）
他 区内小中学生の保護者を対象に学校での過ごし
方、学習、行動特徴に関する相談も実施。詳細は、
区ホームページ参照。

高円寺区民事務所の仮移転日変更のお知らせ

配慮が必要なお子さんのための就学相談

20日㈭

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。

システム改修作業のため4月22日㈭午後9時〜11時、
5月1日㈯～5月5日㈷終日は証明書コンビニ交付サー
ビスが利用できません。
問 区民課住民記録係、課税課区民税係

子育て・教育

☎3391-0015

下記の対策にご協力をお願いいたします。

証明書コンビニ交付サービスの休止

事業の概要・取り組み経過・今後の進め方等に関
するパネル展示を行います。
時 ①5月14日㈮午後4時～8時②16日㈰午後1時～5時
③17日㈪午後4時～8時 場 ①②勤労福祉会館・西
荻地域区民センター（桃井4-3-2）③西荻南区民集会
所（西荻南3-5-23） 問 土木計画課 他 詳細は、区
ホームページ参照。車での来場不可

（荻窪5-20-1）

【重要なお知らせ】

施設情報

都市計画道路補助132号線 オープンハウス

荻窪

！ 感染症防止対策
●
●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

保険・年金

保健センター名

令和3年（2021年）4月15日

9

20

18日㈫

1

15
2

35
13日㈭
26日㈬

※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。

歯の健康相談

凡例

時 日時

8日㈯午後2時～4時30分。問い合わせは、杉並区歯科医師会 (阿佐谷南3-34-3☎3393-0391)へ。
場 場所

問 問い合わせ

内 内容

他 その他

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）
Eメールアドレス HP ホームページアドレス

令和3年（2021年）4月15日 No.2300

採用情報

※応募書類は返却しません。

●詳細は、各募集案内等参照。
●報酬は、2年度実績のため変更になる可能性があり

ます。

ファーム杉並〉、高円寺〈高円寺南2-24-18〉、高井
戸〈高井戸東3-26-10〉） 定 男女各1名 申 募集要
項を確認の上、提出書類を5月14日（消印有効）ま
でに障害者施策課障害福祉サービス係へ郵送・持参
問 募集に関すること＝同係▶入所希望者の推薦に関
すること＝障害者生活支援課就労支援担当

杉並区職員（看護師Ⅱ類）

介護保険運営協議会区民委員

内 採用予定日＝7月1日以降▶選考日＝5月15日㈯▶
勤務場所＝保育園、障害者（児）福祉施設ほか▶資
格＝昭和51年7月2日以降に生まれ、看護師の免許
を有する方（6月30日までに取得見込みの方を含む）
▶募集人数＝若干名▶募集案内・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、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
27日（必着）午後5時までに人事課人事係へ郵送・
持参 問 同係

区の介護保険事業に関する事項を調査、審議する
協議会です。委員は、区民・区議会議員・学識経験
者・保健医療関係者・福祉関係者で構成されます。
内 任期＝6月～6年3月▶募集人数＝1名（選考） 対 区
内在住で20歳以上の方 申 作文「人生100年時代を
自分らしく生きるために必要だと思うこと」（800字程
度）に住所・氏名・年齢・性別・職業・電話番号を添
えて、5月10日（必着）までに高齢者施策課管理係へ
郵送 問 同係

特別区立幼稚園・子供園教員採用候補者
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＝昭和62年4月2日以降に生
まれ、幼稚園教諭普通免許状を有する方（4年4月1
日までに取得見込みを含む）▶第1次選考日（筆記
試験）＝6月20日㈰ 申 申込書（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
〈〒102-0072千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館〉
または東京23区の教育委員会事務局で配布）を、5
月7日（消印有効）までに同担当へ郵送。または特
別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局ホーム
ページから5月7日午後5時までに申し込み 問 同担
当☎︎5210-9751

東京都子育て支援員研修（第 1 期）の受講者
東京都は、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（オンラインで実施。一部集合研修あり）を実施
します。
内 募集コース＝地域保育コース▶研修実施時期等＝7
月から順次開始▶研修場所＝都内（新宿区ほか）▶募
集要項・申込書の配布場所＝子ども家庭部管理課（区
役所東棟3階）。東京都福祉保健財団ホームページか
らも取り出せます 対 都内在住・在勤の方 申 申込
書を、4月23日～5月13日（必着）に東京都福祉保健
財団（〒163-0718新宿区西新宿2-7-1小田急第一生
命ビル18階）へ簡易書留で郵送 問 同財団☎︎33448533 他 募集要項・申込書の配布は4月23日から。
詳細は、募集要項または同財団ホームページを参照

移動販売車（キッチンカー）の出店者

募集します
しもたか希望の家ibuki 入居者
区有地を活用した重度知的障害者グループホーム
「しもたか希望の家ibuki」の入居希望者を募集しま
す。
内 所在地＝下高井戸1-28-11▶入居時期＝8月予定▶
募集要項の配布場所＝障害者施策課障害福祉サービ
ス係、杉並福祉事務所（荻窪〈天沼3-19-16ウェル

公園の魅力向上・にぎわいの創出の検証を行うた
め、事業者による移動販売車（キッチンカー）を利用
した飲食物の販売を試行します。販売にご協力いただ
ける方を募集します。
内 募集期間＝4月28日まで▶試行期間＝6月1日～4年
3月31日（年末年始ほか出店不可の日あり）▶試行場
所＝井草森公園（井草4-12-1）、柏の宮公園（浜田山
2-5-1）、蚕糸の森公園（和田3-55-30）、下高井戸お
おぞら公園（下高井戸2-28-23）、馬橋公園（高円寺
北4-35-5）、桃井原っぱ公園（桃井3-8-1） 問 みどり
公園課公園企画係 他 詳細は、区ホームページ参照

相談

㈮から受け付けます。
問 区政相談課

その他
東京都議会議員選挙立候補予定者説明会
7月4日㈰執行の東京都議会議員選挙（杉並区選挙
区）の立候補予定者を対象に、立候補資料の配布な
らびに届け出要領や選挙運動、選挙公営等に関する
説明会を行います。
時 5月18日㈫午後1時30分～4時30分 場 区役所第5・
6会議室（西棟6階） 定 立候補予定者1名につき2人
以内 問 選挙管理委員会事務局

防犯カメラ設置の届け出状況等の公表
およ

区は「杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する
条例」により、防犯カメラの設置利用基準の届け出
状況、防犯カメラの設置・利用、画像の取り扱いに
ついての苦情申し立ての処理状況、防犯カメラ取扱
者に対する勧告の状況を毎年公表しています。
なお、2年中に苦情申し立ての処理および防犯カメラ
取扱者に対する勧告は、いずれも行いませんでした。
内 届け出状況（2年12月31日現在）＝総数598施設
▶内訳＝区立施設290施設（区立施設基準に基づく
届け出13施設を含む）、街角防犯カメラ（区立施設
周辺の道路を防犯対象区域とするカメラ）
172施設、
通学路防犯カメラ40施設、民間施設96施設
問 危機管理対策課地域安全担当

スポーツ推進委員が新たに4名決まりました
スポーツ推進委員は、地域の皆さんと自主的なス
ポーツ・レクリエーション活動を推進し、スポーツに
よる地域づくりを目指して活動する地域スポーツの
コーディネーターです。現スポーツ推進委員21名と共
に、スポーツに関する身近な相談に応じ、情報提供を
行います。お気軽にご相談ください。
◆第30期（2・3年度）杉並区スポーツ推進委員（住
所）
大泉哲也（下井草）、澤田由佳（上高井戸）、藤崎永
万（荻窪）、前山直子（方南）
問 スポーツ振興課事業係

審議会等のお知らせ

都市計画審議会
時 4月27日㈫午前10時～正午

5 月の専門相談の予約受付日を変更します
5月6日㈭・7日㈮・10日㈪〜12日㈬の専門相談（法
律、税務、家事、司法書士相談）の予約は、4月30日

委員会室（中棟5階） 内 東京都市計画公園の変
更について（杉並第八小学校跡地公園・富士見
丘北公園） 問 都市整備部管理課庶務係

ご寄附ありがとうございました

1～2月（「広報すぎなみ」
2月15日号掲載分を除く）のご寄附（敬称略・順不同）
【社会福祉基金】手塚徹▶根岸弘子▶匿名および氏名
のみ公表分計＝7万8500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1月分＝3万1559円▶森田邦彦／（仮称）
荻外荘公園などの整備＝荻窪東町会＝15万円▶大塚伶
＝5万円▶島守智雄＝5万円▶雨宮正武＝3万円▶保川郁
子＝1000円▶野口晶子▶木佐治彦▶西川伸起▶丸本秀
昭▶山﨑隆子▶椿谷健▶引田勝久▶匿名および氏名の
み公表分計＝21万5444円
【NPO支援基金】NPO支援基金普及活動協力者＝2万
4365円▶NPO法人サービスフロンティア＝8407円▶匿
名および氏名のみ公表分計＝1万1000円
【次世代育成基金】薗部知昭＝8万円▶すぎなみフェス
タ実行委員会▶杉並区立東田中学校PTA▶株式会社忠
※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

場 区役所第3・4

▲寄附顕彰（株式会社忠武建基）の様子

武建基▶山村美絵▶小巻恵理子▶今村冨美枝▶平田敦
子▶匿名および氏名のみ公表分計＝139万8562円
【日本フィル被災地支援活動寄附】竹中啓子＝1万円▶
さくら野町会▶笠原三枝子▶匿名および氏名のみ公表
分計＝12万3500円
【杉並区応援寄附金】辻田文也▶匿名分および氏名の
み公表分計＝101万円
【新型コロナウイルス感染症対策寄附金】明治安田生
命保険相互会社武蔵野支社阿佐谷営業所＝80万円▶
杉並稲門会＝20万9000円▶薗部知昭＝5万円▶伊藤明
彦＝1万円▶杉並区立杉並第三小学校児童一同▶東京
第三友の会▶すぎなみフェスタ実行委員会▶兵藤雅彦
▶藤井紀美子▶匿名および氏名のみ公表分計＝54万
9134円

区内空間放射線量等
測定結果
3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

杉並区役所  ☎3312-2111（代表） 〒166-8570阿佐谷南1-15-1
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不妊去勢手術等の費用を助成

飼い主のいない猫を増やさない活動を支援します
飼い主のいない猫を適切に管理し、猫が増えないように見守りをする活動を支援するため、東京都獣医師会杉並支部の
協力の下、猫の不妊去勢手術等の費用を助成します。
――― 問い合わせは、杉並保健所生活衛生課管理係☎︎3391-1991へ。

◆申請方法

◆助成内容

区が指定する動物病院で、以下の処置を受けることができます。
①不妊・去勢手術②耳カット③猫3種ワクチン接種④寄生虫駆除（ノミ・
内部寄生虫）⑤マイクロチップの挿入・登録⑥堕胎（妊娠中の雌のみ）
※動物病院に搬送した猫が手術済みの場合、②～⑤の処置を無料で受ける
ことができます。病気やけがの治療費は助成対象ではありませんので、
検査や治療、投薬などを行った場合は自己負担となります。

●登録グループ＝グループを作って区に登録
●一般申し込み＝個人利用

◆対象・要件・自己負担額
対象

人数（※1）

要件
事前相談
（※2）

不妊去勢手術
等の経験

自己負担額

◆申し込み

登録グループ

3名以上

必須

有り

なし（※3）

一般申し込み

1名以上

任意

不問

雄2000円。雌4000円
（いずれも1匹あたり）

※1.複数名で申請する場合は、その代表者が区民である必要があります。
※2.杉並保健所生活衛生課へ電話で予約をしてください。
※3.年間3～5匹は自己負担なし、6匹目以降は一般申し込みに準じた助成内容です。

申請書（区ホームページから取り出せます）に必要事項を書いて、杉並
保健所生活衛生課（〒167-0051荻窪5-20-1）へ郵送・持参。申請書等の
郵送を希望する場合は、お問い合わせください。

◆その他

登録グループの申請をする場合は、事前に事業説明を受けていただきます。

◆手術承認予定数

雄100匹、雌100匹

●承認・不承認の結果は、後日通知。
●本事業では、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
に耳カットを実施しています。

光化学スモッグに
軽自動車税に係る税制（条例）を改正しました
ご注意ください
もし目や喉が痛くなったら
地方税法の一部改正に伴い、
「杉
並区特別区税条例」の一部を改正

されたときも、防災行政無線でお知らせします（屋外放送塔からの放送
は午後7時まで）。

税金の種類

内容

適用

環境性能割の税率の特例措置の適用期限の延長

目がチカチカしたり、喉が痛くなったときは、すぐに屋内に入り洗眼
12月31日までに取得
元年10月1日～3年3月31日に取得した自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のも
しました。
軽自動車税
光化学スモッグは、晴天で風が弱く気温が高いときに発生しやすくな
した軽自動車
のに係る環境性能割の税率を１％分軽減する特例について、適用期限を９カ月延長し、
やうがいをしましょう。息苦しいときは、涼しいところで安静にし、回
――― 問い合わせは、課税課へ。
ります。
3年12月31日までとする。 復しないときは医師の診察を受けましょう。また、杉並保健所保健予防
―― 問い合わせは、環境課公害対策係へ。
課☎︎3391-1025へ連絡してください。

光化学スモッグが発生したら

光化学スモッグが発生し、注意報が発令されたときは、防災行政無線
でお知らせします。そのほか、区の施設や学校・薬局などに「光化学ス
モッグ注意報発令中」の垂れ幕を掲出します。
注意報が発令されたときは、なるべく屋外へ出ないようにしましょう。
また、できるだけ自動車の使用も控えてください。注意報の発令が解除

光化学スモッグ情報は、東京都大気汚染テレホンサービス☎︎56406880や東京都光化学スモッグ情報 HP https://www.ox.kankyo.metro.
tokyo.lg.jpでも入手できますので、ご利用ください（杉並区は、都内8
つの発令地域のうち区西部地域に属します）。

軽自動車税に係る税制（条例）を改正しました

地方税法の一部改正に伴い、
「杉
並区特別区税条例」の一部を改正
しました。

税金の種類
軽自動車税

――― 問い合わせは、課税課へ。

急病診療のご案内
機関

休日等夜間急病診療所
（杉並保健所2階）
☎︎3391-1599

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。

診療科目

平日

小児科

午後7時30分～
10時30分

内科・
小児科・
耳鼻咽喉科

午後5時～
10時
（※）

急病診療医療機関
（当番医）の案内は
   内科・
☎︎#7399
   小児科・
（または☎5347-2252）

凡例

時 日時

場 場所

問 問い合わせ

歯科

内 内容

他 その他

土曜日

師 講師

適用

環境性能割の税率の特例措置の適用期限延長
元年10月1日～3年3月31日に取得した自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のも 12月31日までに取
のに係る環境性能割の税率を1％分軽減する特例について、適用期限を９カ月延長し、 得した軽自動車
3年12月31日までとする。

必ず事前に電話で相談し、保険証・医療証を持参してください。

外科

歯科保健医療センター
（杉並保健所5階）
☎3398-5666

内容

日曜日、
祝日

備考

受け付けは
終了30分前まで。
午前9時～
受診前にお電話ください。
午後10時
（※）
※午後5時以降小児科は、
1歳以上が診療対象。
午前9時～
午後5時
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。

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。

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

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）
Eメールアドレス HP ホームページアドレス

