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新型コロナウイルスの感染状況によっては、本紙掲載の催し等が中止になる場合があります。お知らせ

新型コロナウイルスに関する
最新情報はこちらで
ご確認ください
　区では、区ホームページやツイッター
で、随時情報をお伝えしています。

新型コロナウイルス
感染症情報

（区ホームページ）

杉並区公式ツイッター
（地震・水防情報等）
@suginami_tokyo
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毎月1日号では、区の政策や取り組みを分かりやすく紹介していきます。
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　区内では依然として特殊詐欺被害が多数発生しています。令和2年の被害件数は148件、

被害総額は約3億7900万円でした。特殊詐欺被害に遭わないためにはまず手口を知るこ

と。そこで、最近多い手口を紹介します。また、実際の犯行の音声を警視庁犯罪抑止対策

本部ホームページ（右2次元コード）で聞くことができます。

高齢者の
皆さんを狙う 特殊詐欺から守る

留守番電話に設定するほか、自動通話録音機 を設置して、詐欺に遭う機会を減らしましょう！
電話に出ないことで対策できます！

杉並区
安全パトロール隊

　区では特殊詐欺被害を減らすため、気軽に相談できる「杉並区振り込め詐欺被害ゼロ
ダイヤル」を開設し、24時間365日電話相談を受け付けています。

杉並区振り込め詐欺被害0ダイヤル
ゼ ロ

5307-0800

家電量販店、警察、
銀行協会などから

急増中！
どんな電話がかかってくるの？どんな電話がかかってくるの？ どんな活動を区ではしているの？どんな活動を区ではしているの？

配送業者からニセの 区役所職員からニセの ニセの

雨でにじんで伝票が読めません｡
差し出し人の名前を確認させてください。

医療費の還付金があります。
ATMで簡単に手続きできます！

個人情報は教えないで！ ATMで還付金は戻りません！

あなた名義のカードで
買い物をしている人がいます！

カードや情報を渡さないで！

特殊詐欺のきっかけのほとんどが電話です。被害に遭わないためには…特殊詐欺のきっかけのほとんどが電話です。被害に遭わないためには…

　自動通話録音機を設置した
方へアンケートを実施したとこ
ろ、約74％の方から不審な電
話が「減った｣との回答があり
ました。
　設置したことによる不都合に
ついては、｢なかった」という
回答が88％で、おおむね問題
なくお使いいただいているよう
です。

　｢防犯のため通話内容を録音します」というメッセージを流して警告し
ます。犯人の多くは録音を嫌がるので、呼び出し音が鳴る前に電話を
切ってしまいます。メッセージが流れている間は、呼び出し音が鳴らない
ため、不用意に電話に出ることがなくなって安全です。

設置したことで不審な電話が減った！

■自動通話録音機の貸し出し窓口
　危機管理対策課（区役所東棟5階）の窓口のほか、区内警察署（杉
並、高井戸、荻窪）の生活安全課でも貸し出しています。

● ！   少しでも怪しいと思ったら、電話を切ってご相談ください

　杉並区「防災・防犯情報
メール配信サービス」登録
は右2次元コードから。

アンケート実施期間：2年8月～3年8月

☎5307-0801
受付時間：月～金曜日午前9時～午後5時15分（祝日を除く）

自動通話録音機
問い合わせダイヤル

電話回線
を

つなぎ直
すだけ！

取り付け
簡単！

操作不要！

コンパクトで
場所をとりま
せん！

　｢人の目がある」、｢まちがキレイ」が街頭犯罪防止のポイントです。また、一人一人が防犯意識をもって

毎日を過ごすことが犯罪を減らすことにつながります。区内では防犯カメラ設置（※）のほか、安全パト

ロール隊の活動、防犯ボランティア団体の地域活動等により、平成18年と比較し空き巣、ひったくりの発生

件数が大幅に減少しています。
※街角防犯カメラ、通学路防犯カメラ合わせて612台設置（9月1日現在）。

ひったくり ・ 空き巣
不審者などの 街頭犯罪から守る

青色防犯パトロールカー
による巡回
　区内を3つの警察署の管内に分けて巡回
しています（夜間のパトロールは、警備会
社に委託）。

まち全体の防犯力を高める
公共の場の美化活動
　区では、｢まちをキレイ」にする活動の
一環として、落書き消去剤を無償配布し、
区民や地域団体の自主的な落書き消去活
動を支援しています。詳細は、お問い合わ
せください。

住宅の防犯対策を
点検する「防犯診断」
　安全パトロール隊員がご自宅を訪問
し、家の構造や施錠・防犯設備の状況な
どから、防犯上の問題点を診断し、アドバ
イスを行っています（予約制）。

今日もまちを見守るワン！ あなたのまちのわんわんパトロール
　わんわんパトロールをご存じですか。愛犬のお散歩をし

ながら、まちの安全のために見守りを行う防犯ボランティ

ア団体の活動です。今回はその様子をリポートします。

その他の活動
・巡回安全パトロールステーションの配置
・｢安全パトロール隊ニュース」の発行
・防犯キャンペーンの開催
・｢杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル」の応対

●ひったくり、自転車盗難、空き巣、
　不審者などの犯罪防止の見回り

●区立小学校の下校時間帯での児童
　の見守り・警戒活動

●犯罪防止などをスピーカーで広報

通称

「青パト」

　団体向けに、防犯活動に必要な物品の支給、防犯情報の
提供、研修会の開催などの支援を行っています。詳細は、
お問い合わせください。
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約74％

地域の防犯ボランティア団体も活躍中！
      （防犯自主団体）

安全パトロー
ル隊が相談に
のります

杉並区の気象情報、災害情報、
犯罪情報、防災無線の内容などを
リアルタイムでお届けします！

CHECK!

区では

11月1日からの広報番組「すぎなみスタイル」のテーマは

・YouTube杉並区公式チャンネル
・J:COM東京 地上デジタル11ch
    (午前9時、正午、午後8時から毎日放送)   ■問 広報課

視聴方法

区内の特殊詐欺被害状況
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区内の空き巣・ひったくり被害推移

平成18年
空き巣 1206件ひったくり 106件

空き巣 39件

ひったくり 3件
令和2年
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大幅に減少

　区内には町会・自治会、商店会（組合）、PTA、学校、民間企業などを母体とした団体や、有志で
防犯ボランティア活動を行う団体が166（区に届け出がある数〈9月30日現在〉）あります。

防犯ボランティア団体への
支援をしています

約11㎝

約7㎝

厚み約3㎝ 無償で貸し出します
※区内在住で65歳　以上の方のみ。

　区では皆さんが安心して安全に暮らすことができるまちを目指して、特殊詐欺・街頭犯罪対策を行っています。特殊詐欺対策として自動通話録音機

の無償貸与、街頭犯罪対策として街角に防犯カメラを設置するほか、安全パトロール隊の活動、防犯ボランティア団体（防犯自主団体）への支援など

を行っています。　　皆さんと区でつくる安心と安全の杉並
 ̶̶問い合わせは、危機管理対策課へ｡

パトロール隊は警視庁OBの区職員で構成され、
区民の皆さんが安心・安全に暮らせる
まちづくりのお手伝いをしています。
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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
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の発行
　国民年金保険料は、所得税や住民税の申告では全
額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月
1日～12月31日に納付した保険料が対象です。
　1月1日～9月30日に国民年金保険料を納付した方に
は、11月上旬（予定）に「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が日本年金機構から送付されま
す。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（ま
たは領収書）を添付してください。
　なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、
納付した方が社会保険料控除として申告することがで
きます。家族宛てに送られた控除証明書を添付の上、
申告してください。
問杉並年金事務所☎3312-1511

 税金
年末調整関係書類・給与支払報告書について
　事業所の給与担当の方などを対象に行っていた年
末調整等説明会の中止に伴い、会場で配布していた
年末調整・法定調書の関係書類は国税庁ホームペー
ジから、給与支払報告書は区ホームページから取り
出せます。杉並税務署（成田東4-15-8）、荻窪税務署

（荻窪5-15-13）、区課税課の年末調整関係用紙コー
ナーでも配布しています。
問課税課特別徴収係

 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
関する事などを除く）。
　保健福祉サービス苦情調整委員と相談の上、「苦情
申立書」を提出してください。
◆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）▶11月～4年2月の相談日 11月4日㈭・11日
㈭・16日㈫、12月1日㈬・9日㈭・21日㈫、4年1月
12日㈬・18日㈫・27日㈭、2月2日㈬・10日㈭・15
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

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

●勤務期間は5回まで更新可。
●報酬は3年度実績。

 会計年度任用職員
産休・育休代替等事務職員
内窓口業務、電話応対、パソコンによる各種入力事務
ほか▶勤務期間 4年4月1日～5年3月31日▶勤務日時

月16日。原則、月～金曜日の午前8時30分～午後5
時15分▶勤務場所 区役所、区内の出先事業所▶募集
人数 30名程度▶報酬 月額18万5856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（人事課人事係〈区役
所東棟5階〉で配布。または区ホームページから取り
出せます）を、11月15日（必着）までに同係へ簡易書
留で郵送・持参　問同係

杉並福祉事務所　面接相談員
内生活・就労相談と母子・父子および女性福祉等の
相談受け付け・助言▶勤務期間 4年4月1日～5年3月
31日▶勤務日時 月16日。原則、月～金曜日の午前8
時30分～午後5時15分▶勤務場所 杉並福祉事務所

（荻窪、高円寺〈高円寺南2-24-18〉、高井戸〈高井戸
東3-26-10〉）▶資格 社会福祉士の資格を有してい
る方（取得見込み含む）または生活保護等に関する
相談実務の経験がある方▶募集人数 若干名▶報酬
月額21万5424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（各福祉事務所で配布。または区ホームペー
ジから取り出せます）を、11月30日午後5時（必着）
までに同福祉事務所荻窪事務所（〒167-0032天沼
3-19-16ウェルファーム杉並内）へ簡易書留で郵送・
持参　問同事務所管理係☎3398-9104　他書類選考
合格者には面接を実施（12月8日㈬・9日㈭を予定）

ゆりかご面接員
内妊産婦等の保健指導（面接・電話）および母子保
健事業に係る事務処理ほか▶勤務期間 4年4月1日～
5年3月31日▶勤務日時 月16日以内。原則、月～金
曜日の午前8時30分～午後5時15分▶勤務場所 各保
健センター、子ども家庭部管理課▶資格 保健師・助
産師・看護師のいずれかの資格を有する方▶募集人
数 若干名▶報酬 時給1678円▶その他 有給休暇あ
り。社会保険加入（要件あり）。交通費支給（上限あ
り）　申申込書（子ども家庭部管理課母子保健係〈区
役所東棟3階〉で配布。または区ホームページから取
り出せます）を、12月15日（必着）までに同係へ簡易
書留で郵送・持参　問同係　他書類選考合格者には
面接を実施

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
下記の対策にご協力をお願いいたします。

※★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★ 時月・金曜日、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

住宅の耐震無料相談会・ブロック
塀無料相談会★

時11月10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11月11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11月12日㈮午後1時～4時　場区役所2階区民ギャラリー　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

行政相談★ 時11月12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）に関する苦情・相談 問区政相談課

建築総合無料相談会・ブロック塀
無料相談会★

時11月16日㈫、12月7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11月18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

申電話で、住宅課空家対策係。または申込書（区ホームページから
取り出せます）を、11月16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11月18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11月20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、11月15日～19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
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