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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
国民健康保険料額通知書を発送します
　3年度の保険料額通知書を6月15日㈫に世帯主宛て
に発送します。保険料は、6月期～4年3月期の10回に
分けてお支払いいただきます。
　保険料の全部または一部納付書払いの方には、一
括分と各期分の納付書を同封します。
　なお、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、今回の通知内容から変更になる場
合は、翌月以降に保険料額通知書を改めてお送りし
ます。
問国保年金課国保資格係

外国籍の方も国民年金に加入が必要です
　日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国籍に関係
なく国民年金に加入することが法律で義務づけられて
います（ただし、厚生年金加入者、厚生年金加入者
に扶養されている配偶者は除く）。
　国民年金保険料を10年以上納めたなどの条件を満
たすと、原則65歳から老齢基礎年金が支給されます。
また、万が一の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金
などが支給されます。
　なお、日本と社会保障協定を結び、年金制度の二
重加入の防止や、両国の年金制度の加入期間を通算
して年金が受けられるような仕組みを設けている国も
あります。
　また、保険料納付済期間が6カ月以上あり、老齢基
礎年金の受給資格期間を満たしていない外国人の方
は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱

退一時金を請求することができます。
問加入手続きなどについては、区国保年金課国民年
金係。社会保障協定・脱退一時金については、杉並
年金事務所☎3312-1511

 子育て・教育
教科書展示会
　2～5年度に小学校で使用する教科書の見本と、3～
6年度に中学校で使用する教科書の見本を展示します。
時6月28日㈪まで、午前9時～午後5時（日曜日を除
く）　場済美教育センター（堀ノ内2-5-26）　問同セ
ンター管理係☎3311-0021

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

●詳細は、各募集案内参照。
●�報酬は、変更になる可能性があります。

 会計年度任用職員
子ども家庭支援センター　相談員
内児童虐待に関する相談、子ども・子育て家庭から
の相談、在宅サービスの提供に関することほか▶勤
務期間 8月1日～4年3月31日（5回まで更新可）▶勤
務日時 月16日。月～土曜日午前8時30分～午後7時
15分のうち7時間45分（祝日を除く。交代制）▶勤務
場所 杉並子ども家庭支援センター、高円寺子ども家
庭支援センター▶資格 次の①②③のいずれかに該
当する方①教員、保育士、保健師、社会福祉士、精
神保健福祉士、公認心理師のいずれかの資格を有す

る②大学などで、心理学、教育学、社会学を専攻す
るいずれかの課程を修めた③子どもと子育て家庭に
関する相談援助経験がある▶募集人数 若干名▶報
酬 18万5856円～22万2528円▶その他 期末手当支
給。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（杉並子ども家庭支援センター
で配布。区ホームページからも取り出せます）を、6
月22日午後7時（必着）までに同センター（〒166-
0004阿佐谷南1-14-8）へ郵送・持参　問同センター
☎5929-1902　他書類選考合格者には面接を実施

区立児童館等　アルバイト登録
内児童館・学童クラブにおける日常業務、児童の指
導補助▶登録期間 申し込みから1年間▶勤務期間 1
～2カ月間（勤務日は応相談）▶勤務日時 月16日以
内（1日7時間45分）または月20日以内（1日2～6時
間）。午前8時～午後7時15分のうち勤務場所の指定
する時間▶勤務場所 区立児童館、学童クラブ、子ど
も・子育てプラザ▶資格 18歳以上の方（高校生不
可）▶報酬（時給） 1101円。保育士・教諭・社会
福祉士資格取得者または関連学部（心理・教育・社
会・福祉・児童）卒業者1188円▶その他 通勤手当
支給（上限あり）　申申込書・勤務希望調査票（区
ホームページから取り出せます）を、児童青少年課
管理係（〒167-0051荻窪1-56-3児童青少年センター
内）へ郵送・持参　問同係☎3393-4760　他区役所
関係のアルバイト経験者は職歴に記入。継続して登
録を希望する場合は再度応募が必要。学校休業期間
（春・夏・冬）のみを希望する方も要登録▶採用 欠
員が生じた場合等に書類審査・面接により決定

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（祝日を除く）　場区役所1階ロビー 問東京土建杉並支部☎3313-1445、区住宅課

住宅の耐震無料相談会・ブロック
塀無料相談会★

時6月9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

マンション管理無料相談
時6月10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

行政書士による相談
時6月11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、6月4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）

建築総合無料相談会・ブロック塀
無料相談会★

時6月15日㈫、7月6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

専門家による空
あきや

家等総合無料相談
時6月17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、6月15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6月17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（午
前9時～午後5時〈土・日曜日、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6月19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、6月14日～18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

 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。
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まちづくり景観審議会の区民委員
　「杉並区まちづくり条例」と「杉並区景観条例」に
定められたまちづくりや良好な景観づくりに関する事
項を審議します。
内任期 7月29日から2年間▶募集人数 3名以内　対
区内在住で20歳以上の方（別の区審議会等の委員を
除く）　申小論文「私の考える杉並区のまちづくり」
（様式自由。800字程度）に住所・氏名（フリガナ）・
年齢・性別・電話番号・職業・資格も書いて、6月21
日（必着）までに都市整備部管理課庶務係 toshi-
kanri@city.suginami.lg.jpへ郵送・Eメール・持参　
問同係　他選考結果は応募者全員に通知

 その他
在宅患者の使用済み注射針の回収
　杉並区薬剤師会では、自己注射をしている方が自宅
で使用した注射針を安全に廃棄できるよう、注射針を
購入し、保管容器を受け取った薬局で使用済み注射
針を回収しています。
内回収方法 ①「使用済み注射針回
収薬局」の表示（右図）のある薬局
で注射針を購入する際に保管容器が
交付される②使用済みの注射針を保
管容器に入れる③保管容器がいっぱ
いになったら持参　問杉並区薬剤師
会☎3393-3080　他表示のない薬局
で購入した場合は、購入先にご相談
ください

和田堀公園プールの事前予約について
―――問い合わせは、スポーツ振興課施設管理係へ。

　新型コロナウイルス感染症予防のため、混雑が予想される期間は1枠2時間の入れ替え制を取り、利用人数を制限しま
す。混雑期間中の利用にあたっては、事前予約が必要です。

 生活・環境
富士見丘北公園拡張の都市計画に関する説明会
　久我山東保育園跡地（久我山5-24-19）と遊び場
113番（久我山5-24）を富士見丘北公園の一部として
拡張するにあたり、3月26日㈮に久我山小学校体育館
で説明会を開催しましたが、計画内容を一部修正する
ため、再度都市計画に関する説明会を開催します。
時 6月13日㈰午後7時　場久我山小学校（久我山
5-18-7）　定100名（申込順）　申 問電話で、6月11日
までにみどり公園課公園企画係　他車での来場不可

6月6日㈰～12日㈯は「危険物安全週間」です
　ガソリンや灯油のほか、消毒用アルコールやアル
コール度数の高いお酒、アロマオイル、食用油、殺虫
剤などのスプレー缶にも危険物に該当するものがあり
ます。
　台所のコンロ等、火の近くで消毒用アルコールやス
プレー缶を使用しないなど、危険物の取り扱いには十
分注意をしましょう。
問杉並消防署☎3393-0119、荻窪消防署☎3395-0119

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）や境界測量などの調査を実
施します。
内調査期間 4年2月まで▶実施地域 高円寺南2丁目
の一部、久我山1～5丁目、松庵1丁目　問土木管理課
道路台帳係　他高円寺南2丁目の一部の土地所有者
は、現地立会いの必要あり（別途、お知らせを送付）

開場期間

混雑期間の事前予約

7月1日㈭～9月10日㈮
▶混雑期間＝7月17日㈯～8月31日㈫

開場時間 午前9時～午後6時
▶混雑期間＝午前9時～11時、午後1時～3時、4時～6時（入れ替え制）

定1枠につき124名　申電話で、右表の事前予約受付期間中に和田堀公園プー
ル☎3313-4455、090-4128-3861、090-3132-3244　他1名につき6枠まで。
予約時に、予約者の氏名・生年月日を確認します。詳細は、区ホームページ
（右2次元コード）をご覧ください

利用期間 事前予約受付期間

①7月17日㈯～8月1日㈰ 6月18日午後3時～
� 25日午後6時

②8月2日㈪～15日㈰ 6月26日午前9時～
� 7月3日午後6時

③8月16日㈪～31日㈫ 7月4日午後5時～
� 11日午後6時

①～③の期間で空き枠が
ある場合、随時予約可

7月12日午前9時～
� 16日午後6時

区役所の節電に
ご理解ください
　今年度も区施設での省エネルギー・節電の
実践に取り組んでいきます。実施期間は、6月
1日～9月30日です。

◆取り組み内容
　照明の一部消灯および減光、室温は28℃を目
安に設定、職員の軽装勤
務（5～10月）、エレベー
ターの一部停止（7～9月）
問環境課環境活動推進
係、経理課庁舎管理係、
人事課人事係

東京都介護支援専門員実務研修受講試験
時試験日 10月10日㈰　内受験要項（申込書）配布
期間 6月30日まで▶配布場所 介護保険課事業者
係（区役所東棟3階）、ケア24、東京都庁（新宿区西
新宿2-8-1）　申申込書を専用封筒で、6月30日（消印
有効）までに東京都福祉保健財団へ簡易書留で郵送　
問同財団☎3344-8512

省エネ、クールビズがスタート！

●�新型コロナワクチン接種に係る、コールセンターの回線数増や、新たに設
置する集団接種会場の接種委託や賃借料に要する経費を計上しました。
　・・・10億2231万2000円
問杉並保健所保健予防課新型コロナウイルス予防接種担当☎3391-1379

●�区内飲食店における接触感染を防止するためのアルコールスプレーを配布
します。
　・・・1647万8000円
　アルコールスプレーについては、7月以降順次、区内飲食店（約5000店舗）
に配布予定です。
問危機管理対策課

危機管理体制の強化

予防接種
●�新型コロナ患者の病床を確保するため、区内基幹病院等に入院している新
型コロナ患者のうち、感染症に係る治療を終えても、虚弱状態や基礎疾患
のために引き続き入院が必要な方について、転院の受け入れを行う区内医
療機関に対し、補助を行います。
　・・・5913万6000円
問在宅医療・生活支援センター☎5335-7317

感染症予防・発生時対策

新型コロナウイルス感染症対策に係る補正予算を編成しました
新型コロナウイルス感染症に係る事業として、10億9792万6000円の第3号補正予算を編成しました。その取り組みをお知らせします。
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