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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

 生活・環境
都市計画案の縦覧と意見書の提出
　「都市計画法」に基づき、区民および利害関係人は
縦覧期間中に意見書を提出することができます。
内①東京都市計画高度地区の変更②東京都市計画
防火地域及

お よ

び準防火地域の変更③東京都市計画特別
工業地区の変更④東京都市計画低層階商業業務誘導
地区の変更⑤東京都市計画区域区分の変更⑥東京都
市計画用途地域の変更▶縦覧期間 12月15日㈭まで

（土・日曜日、祝日を除く）▶縦覧場所 区都市整備
部管理課（区役所西棟5階）。⑤⑥は都都市整備局都
市づくり政策部都市計画課でも縦覧可▶意見書の提出

意見書（様式自由）に都市計画案の名称・日付・住
所・氏名・電話番号を書いて、12月15日（消印有効）
までに①～④は区都市整備部管理課、⑤⑥は都都市
整備局都市づくり政策部都市計画課（〒163-8001新
宿区西新宿2-8-1）へ郵送・持参　問①～④区都市整
備部管理課、⑤⑥都都市整備局都市づくり政策部都
市計画課☎5388-3225

落書き消去材の無償配布
　区内の、人が自由に通行できる道路に面する塀や建
物等に、所有者の承認を得ずに書かれた落書きを消
去する場合に無償配布します。
対①落書きされた塀や建物等の所有者・管理者②①
の承認を受けた区民・地域団体　申申請書（区ホー
ムページから取り出せます）を、危機管理対策課地域
安全担当（区役所東棟5階）へ持参　問同担当

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

 会計年度任用職員
●詳細は、各募集案内参照。
●勤務期間は、5回まで更新可。
●報酬は、4年度実績。

区立学校教員等
①スクール・サポート・スタッフ
内教員の授業準備等の補助（教材の印刷・配布準備、
授業準備・片付けの補助等）▶勤務日時 週2日また
は4日。原則、月～金曜日の午前8時～午後5時のうち
実働6時間（原則、長期休業期間中を除く）▶勤務場
所 区立小中学校▶資格 5年4月1日時点18歳以上の
方▶報酬 時給1083円
②理科支援員
内理科授業での観察・実験等の補助、理科室の環境
整備等▶勤務日時 週2日。原則、月～金曜日の午前
8時～午後5時のうち実働6時間（原則、長期休業期間
中を除く）▶勤務場所 区立小学校▶資格 5年4月1
日時点18歳以上で高校卒業程度の学力を有する方▶
報酬 時給1188円
③補助教員
内授業・特別活動の補助ほか▶勤務日時 週5日。原
則、月～金曜日の午前8時～午後5時のうち実働6時間

（原則、長期休業期間中を除く）▶勤務場所 区立中
学校▶資格 中学校教員（保健体育）免許状を有する
方（取得見込みを含む）▶報酬 時給1416円
④副校長校務支援員
内各種調査の回答案の取りまとめ、教職員の勤怠管
理の支援ほか▶勤務日時 週2日または4日。原則、月
～金曜日の午前8時～午後5時のうち実働5・6時間

（原則、春季以外の長期休業期間中を除く）▶勤務場
所 区立小中学校▶資格 公立小中学校の教育管理職

経験者・主幹教諭経験者▶報酬 時給1416円
⑤学校司書
内学校図書館の運営業務（図書館開館・蔵書管理・
広報活動等）▶勤務日時 週5日。原則、月～金曜日
の午前8時～午後5時のうち実働6時間▶勤務場所 区
立小中学校▶資格 司書・司書補の資格を有する方、
司書教諭の講習を修了した方（取得・修了見込みを
含む）▶報酬 時給1416円

いずれも 
内勤務期間 5年4月1日～6年3月31日（予定）▶募集
人数 若干名　申申込書（教育人事企画課〈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）
に③は教員免許状の写し⑤は司書・司書補の資格、司
書教諭の講習修了を証明するものの写し（いずれも取
得・修了見込みの方は後日提出）を添えて、12月14日
までに同課へ簡易書留で郵送・持参　問同課

地域課職員　一般事務
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 5年4月1日～6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 地域区民センター▶資格 高等
学校卒業程度の学力を有する方▶募集人数 若干名▶
報酬 月額18万5856円　
申申込書（地域課地
域係〈区役所西棟7階〉
で配布。区ホームペー
ジからも取り出せます）
を、12月16日までに同
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

障害者生活支援課職員　福祉
内高次脳機能障害相談支援、ふれあい広場、生活リ
ハビリ事業の業務ほか▶勤務期間 5年4月1日～6年3
月31日▶勤務日時 月16日。原則、火～金曜日の午前
8時30分～午後5時15分（祝日を除く。月1回程度、土
曜日に勤務の場合あり）▶勤務場所 杉並障害者福祉
会館▶資格 精神保健福祉士または社会福祉士の資格
を有する方、障害者福祉施設等での障害者支援の実務
経験等を有する方▶募集人数 若干名▶報酬 月額18
万5856円　申申込書（障害者生活支援課地域生活支
援担当で配布。区ホームページからも取り出せます）
に資格者証の写しを添えて、12月16日までに同担当

（〒168-0072高井戸東4-10-5杉並障害者福祉会館内）
へ簡易書留で郵送・持参　問同担当☎3332-1817

学校事務等
①学校事務
内勤務日時 月16日。原則、月～金曜日の午前8時15
分～午後4時45分（土・日曜日、祝日に勤務の場合あ
り）▶募集人数 20名程度▶報酬 月額14万9472円
②給食作業補助
内勤務日時 原則、給食を実施する日▶募集人数 若
干名▶報酬 時給1183円
③施設管理
内機械警備のセット・解除、校内巡回、学校開放の
受け付けほか▶勤務日時 隔日勤務。原則、月～金曜
日の午後4時～10時（土・日曜日、祝日は午前8時か
ら）▶募集人数 5名程度▶報酬 時給1244円

いずれも 
内勤務期間 5年4月1日～6年3月31日▶勤務場所 区立
小中学校　申申込書（庶務課教職員係〈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、
12月20日までに同係へ簡易書留で郵送・持参　問同係

栄養士
内献立の作成、給食指導ほか▶勤務期間 5年4月1日
～6年3月31日▶勤務日時 月16日。原則、月～金曜日
の午前8時15分～午後4時45分（土・日曜日、祝日に勤
務の場合あり。区立保育園・区立子供園・区立小規模
保育事業所は原則、5時15分まで）▶勤務場所 区立

小中学校、区立保育園、区立子供園、区立小規模保育
事業所▶資格 栄養士免許を有する方（取得見込みを
含む）▶募集人数 8名程度▶報酬 月額21万4464円　
申申込書（学務課保健給食係〈区役所東棟6階〉、保
育課管理係〈東棟3階〉で配布。区ホームページから
も取り出せます）に栄養士免許証の写し（または取得
見込み証明書）を添えて、12月20日までに学務課保健
給食係へ簡易書留で郵送・持参　問同係

通常学級支援員・特別支援学級介助員
内知的障害・身体障害・発達障害等のある児童・生
徒の学校生活における安全管理、日常生活上の介
助、学習支援▶勤務期間 5年4月1日～6年3月31日▶
勤務日時 週3～5日。原則、月～金曜日の午前8時～
午後4時のうち実働6時間（原則、長期休業期間中を
除く）▶勤務場所 区立小中学校（特別支援学校を
含む）▶募集人数 10名程度▶報酬 時給1188円～　
申申込書（特別支援教育課計画係で配布。区ホーム
ページからも取り出せます）を、12月23日までに同係

（〒166-0016成田西2-24-21就学前教育支援センター
内）へ簡易書留で郵送・持参　問同係☎5929-9481

済美教育センター職員等
①教育研究担当
内小中学校教育課程の理科実験観察授業などの指導
支援補助業務ほか▶勤務日時 年144日勤務。原則、
月～金曜日の午前8時30分～午後5時15分（土・日曜
日、祝日に勤務の場合あり）▶勤務場所 同センター、
区立小中学校▶報酬 日額1万3500円
②理科教育担当
内小中学校教育課程の理科実験観察授業などの指導
支援ほか▶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（土・日曜日、祝日に勤務
の場合あり）▶勤務場所 同センター、区立小中学校
▶報酬 月額18万5856円
③教育指導教員
内小中学校の教員の授業力向上に関する業務▶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（土・日曜日、祝日に勤務の場合あり）▶
勤務場所 同センター、区立小中学校▶報酬 月額18
万5856円
④教育相談員（心理職）
内教育相談・不登校相談支援業務▶勤務日時 月16
日。原則、月～土曜日の午前8時30分～午後5時15分

（火・木曜日は午前10時30分～午後7時15分の場合あ
り）▶勤務場所 同センター、適応指導教室▶資格
臨床心理士（臨床心理学系の資格・取得見込みを含
む）▶報酬 月額21万5424円
⑤教育指導員
内勤務日時 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 適応指導教室▶資格
小学校教員（全科）または中学校教員（英語・数学・
国語・理科・社会）免許状を有する方（取得見込み
を含む）▶報酬 月額18万5856円
⑥スクールソーシャルワーカー
内勤務日時 月16日。原則、月～土曜日の午前8時30
分～午後5時15分（火・木曜日は午前10時30分～午
後7時15分の場合あり）▶勤務場所 同センター▶資
格 社会福祉士、精神保健福祉士の資格を有する方

（取得見込みを含む）▶報酬 月額21万5424円
いずれも 

内勤務期間 5年4月1日～6年3月31日▶募集人数
若干名　申申込書（区ホームページからも取り出せ
ます）を、5年1月4日までに済美教育センター①～③
管理係④～⑥教育相談担当（〒166-0013堀ノ内2-5-
26）へ簡易書留で郵送・持参　問①～③同係☎3311-
0021④～⑥同担当☎3311-1921

区からのお知らせ
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保育士等
①子供園　一般事務
内勤務日時 月16日。原則、月～金曜日の午前8時30
分～午後5時15分（土・日曜日、祝日に勤務の場合あ
り）▶勤務場所 区立子供園（下高井戸・堀ノ内・高
円寺北・成田西・高井戸西・西荻北）のいずれか（年
度途中を含め異動となる場合あり）▶資格 高校卒業
程度の学力を有する方
②保育士　子供園保育職
内勤務日時 月16日。月～土曜日の午前7時30分～午
後7時45分（区立子供園は6時45分まで）のうち実働
7時間45分（交代制。日曜日、祝日に勤務の場合あり）
▶勤務場所 区立保育園、区立小規模保育事業所、区
保育室、区立子供園（年度途中を含め異動となる場合
あり）▶資格 都道府県知事の保育士登録を受けてい
る方（子供園保育職は幼稚園教諭免許状を有する方も
可）で、5年3月31日までに保育士証または幼稚園教諭
普通免許状（いずれも写し）を提出できる方

いずれも 
内勤務期間 5年4月1日～6年3月31日▶募集人数 若
干名▶報酬 月額18万5856円　申申込書（保育課管
理係〈区役所東棟3階〉で配布。区ホームページから
も取り出せます）を、5年1月6日までに同係へ簡易書
留で郵送・持参　問同係

 区以外の求人
杉並区障害者団体連合会　受付事務補助
内勤務期間 5年1月1日～3月31日（4回まで更新可。
65歳に達した年度末で退職）▶勤務日時 月13日程
度。原則、午前8時30分～午後9時のうち4時間（交代
制。午後10時までの場合あり）▶勤務場所 高円寺障
害者交流館▶募集人数 1名▶報酬 時給1260円（4
年度実績）　申履歴書を、12月12日までに同連合会
事務局（〒166-0003高円寺南2-24-18高円寺障害者
交流館内）へ郵送・持参　問同事務局☎5306-2627　
他書類選考合格者には面接を実施

NPO法人すぎなみ環境ネットワーク補助職員
内物品販売▶勤務期間 5年4月1日～6年3月31日（更
新可。67歳に達した年度末で退職）▶勤務日時 月10
日程度。原則、午前8時30分～午後5時15分（水曜日
を除く）▶勤務場所 リサイクルひろば高井戸（高井
戸東3-7-4）▶募集人数 1名▶報酬 時給1130円　申
履歴書に作文「リサイクルについて考えていること」

（様式自由。800字以内）を添えて、5年1月21日までに
同団体（〒168-0072高井戸東3-7-4環境活動推進セン
ター内）へ郵送・持参　問同団体☎5941-8701　他書
類選考合格者には面接を実施

 子育て・教育
就学通知書（入学のお知らせ）の発送
　5年4月に区立小中学校へ入学する方を対象に、就
学通知書（入学のお知らせ）を12月9日㈮に発送しま
す。この通知は、入学式に持参してください。なお、
入学式の日時などは指定校に確認してください。
　また、指定された学校へ入学することができない特
別な事情がある場合は、
就学通知書に同封してあ
る「令和5年4月新入学
児童・生徒の保護者の
方へ」を確認の上、相
談してください。
問学務課学事係

 募集します ※応募書類は返却しません。

杉並区奨学生（高校生対象）
内貸付額（無利子） ①月額奨学金 公立校＝1万
7000円以内／私立校＝2万9000円以内②入学準備金

公立校＝10万円以内／私立校＝30万円以内▶返還
方法 卒業（貸し付け終了）の1年後～10年以内▶申
請期間 5年1月5日～3月2日（在学生の月額奨学金の
貸し付け申請は随時受け付け）　対5年度に高等学校・
高等専門学校・専修学校（高等課程）に入学予定で、
区内に1年以上住み、独立の生計を営む保護者と同居
し、一定条件を満たした連帯保証人を立てることがで
き、経済的理由で修学が
困難な方（所得審査あ
り。他から同様の奨学金
を受ける方を除く）　申
申請書（学務課就学奨励
担当〈区役所東棟6階〉、
区立中学校で12月上旬か
ら配布予定）を、同担当
へ持参　問同担当

高齢者住宅生活協力員
内高齢者住宅「みどりの里」に住み込みで、入居者
の緊急時の対応・安否の確認・相談業務など▶勤務
開始期間 要相談▶勤務時間 原則、月～金曜日の午
前9時～午後5時▶勤務場所 浜田山第二みどりの里

（浜田山4-10-21）▶募集数 1世帯▶委託料 月額10
万円（住宅使用料相当分は区が負担）　対次の条件を
全て満たす方①おおむね50歳以下②保健師、看護師、
准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門
員、ホームヘルパー1・2級のいずれかの資格を取得
している（取得見込みを含む。配偶者も可）③居住用
不動産を所有しておらず高齢者住宅内の生活協力員
室（3DK）に大人2名以上の世帯で住むことができる

（子どもがいる方も可）④世帯の所得がおおむね月額
15万円以上　申履歴書に世帯全員の3年中の所得が
分かる書類を添えて、住宅課（区役所西棟5階）へ簡
易書留で郵送・持参　問同課　他書類選考合格者に
は面接を実施

 その他
杉並区手話通訳者認定試験
時5年1月29日㈰午前9時　場区役所第4会議室（中棟
6階）ほか　内一次試験（書き取り通訳、手話表現問
題）、二次試験（口頭通訳、面接〈一次試験合格者の
み 〉）　対区内在住・在勤の18歳以上で、次の①②い
ずれかに該当する方①杉並区手話講習会手話通訳者
養成基本クラス以上の修了者。または東京都手話通
訳者等養成講習会地域手話通訳者クラスの修了者②
①と同等レベルの他区市町村の手話通訳者養成クラ
スの修了者。または同等の知識および技術を有する方　
申はがき（12面記入例）に手話歴（どこの手話講習
会をいつ修了したか、
手話サークル名、経
験年数など）、在勤
の方は勤務先名も書
いて、12月16日まで
に障害者生活支援課　
問同課　他合格後の
条 件あり。詳 細は 、
区ホームページ参照

調理師業務従事者届
　調理師法により、都内で調理業務に従事している調
理師免許取得者は、12月31日時点の就業場所等の届
け出が必要です。
申届け出用紙（杉並保健所生活衛生課〈荻窪5-20-
1〉、高円寺保健センター〈高円寺南3-24-15〉で配布。
都福祉保健局ホームページからも取り出せます）を5
年1月15日（消印有効）
までに指定の届け出先
へ郵送・Eメール（詳
細は、同ホームページ
参照）　問都福祉保健
局健康安全部健康安
全課☎5320-4358

医療従事者の届け出
　医師法等の規定により、医療関係の資格を有する方
は、2年ごとに12月31日時点の届け出が必要です。
対①全ての医師・歯科医師・薬剤師②業務に従事し
ている保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛
生士・歯科技工士　申届け出用紙（杉並保健所生活
衛生課〈荻窪5-20-1〉で配布。厚生労働省・都福祉
保健局ホームページからも取り出せます）を、5年1月
16日までに①住所地または就業地を管轄する保健所
②就業地を管轄する保健所へ郵送　問同課管理係☎
3391-1991　他①は医療機関等を通じてのオンライ
ンによる届け出が可能。詳細は、厚生労働省ホーム
ページ参照。医師・歯科医師・薬剤師は届け出がない
と、同ホームページ内の各資格検索システムに氏名が
掲載されません

特別弔慰金の請求手続き
はお済みですか
内戦没者等の死亡当時の遺族で、2年4月1日（基
準日）に公務扶助料や遺族年金を受けている方

（戦没者等の妻や父母等）がいない場合、先順位
の遺族1名に額面25万円、5年償還の記名国債を
支給▶請求期限＝5年3月31日▶受付時間＝午前9
時～午後4時　問保健福祉部管理課地域福祉係　
他来庁前に同係へ要連絡

審議会等のお知らせ

時12月16日㈮午前10時～正午　場区役所第3・
4委員会室（中棟5階）　内安全で快適なまちを
つくるための環境美化・防犯などについて　問
環境課生活環境担当

生活安全協議会

　新型コロナウイルスの感染状況
によって、本紙掲載の催し等の中
止が決定した場合には、区ホーム
ページでお知らせします。または
問い合わせ先へご確認ください。

掲載の催し等の中止について●！ 基本的感染防止対策
下記の対策等にご協力をお願いします

●小まめな換気
●3密の回避

●手洗い・手指消毒
●マスクの着用
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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

※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

　コロナ禍における原油価格・物価高騰対策の一環として、5年2月28日から実
施する「杉並区プレミアム付紙商品券事業」の取扱店舗を募集します。詳細は、
杉並区プレミアム付商品券特設サイト（右2次元コード）をご確認ください。

資　　格　�区内で小売業・飲食業・サービス業などを営む店舗・事業所（店舗面積が500㎡以上の大
型店舗を除く）

募集期間　�5年5月31日まで
　　　　　※「取扱店舗一覧」冊子への掲載を希望する場合は12月27日まで。
申請方法　�特設サイトから申し込み。または取扱店舗登録申請書（杉並区プレミアム付商品券コール

センターに請求）を、杉並区プレミアム付商品券運営事務局（〒102-0074千代田区九段
南2-3-14靖国九段南ビル7階 FAX048-861-5130）へ郵送・ファクス

問い合わせ　�杉並区プレミアム付商品券コールセンター☎4500-2720（土・日曜日、祝日、12月29日
～5年1月3日を除く）

杉並区プレミアム付
つ き

紙商品券
取扱店舗を募集します

※★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（12月26日・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12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ホームページから申し込み。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 FAX 3393-3652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12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12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、12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〈土・日曜日、祝日を除く〉）

住宅の耐震無料相談会・ブ
ロック塀無料相談会★

時12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

家
や

等総合無
料相談

時12月15日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場住宅課相談室（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、同係 FAX5307-0689へ郵送・ファクス／申込締め切り
日 12月13日　問同係

不動産に関する無料相談 時12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（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12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、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）／申込期間 12月12
日～16日　問同課

建築総合無料相談会・ブ
ロック塀無料相談会★

時12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

 12月の各種相談

区内店舗・区民生活を支援します

今川農業体験農園の利用者募集粗大ごみ受
う け つ け

付センター
ファクス番号・ホームページの変更

ゆうゆう上荻窪館の移転

　農園主の指導を受けながら、作付けから収穫までの農作業を体験で
きます。

――― 問い合わせは、産業振興センター都市農業係☎5347-9136へ。

　粗大ごみ受付センターのファクス番号・ホームページを5年1月4日㈬
午前8時から下記のとおり変更します。電話番号の変更はありません。

　ゆうゆう上荻窪館は、杉並会館内（上荻3-29-5）に移転するため12
月15日㈭から休館します。杉並会館では、5年1月5日㈭に開館します。
電話番号の変更はありません。

所在地 今川4-12・18

内利用期間 5年3月上旬～6年1月下旬（更新は農園主と相談）▶募集区画
若干数（1区画16.5㎡。抽選）▶利用料 5万円。区内に住民票がない方は

6万円　対20歳以上で定期的に農園に来られる方（家族での参加も可）　申
往復はがき（12面記入例。1世帯1枚）で、12月28日（消印有効）までに同
農園農園主・星野智彦（〒167-0035今川4-5-2）　他区が立ち会いの下、農
園主が抽選を行います。結果は1月下旬
に通知。種・苗・肥料・農具は農園主が
用意。特別な資材等を使う場合は別途料
金。栽培する作物の選定などは農園主が
行います。車での来園不可。区は農業体
験農園を直接管理していません

◆変更後のファクス番号・ホームページ（右2次元コード）
アドレス
FAX 6880-5852 HP https://ecolife.e-tumo.jp/kankyo-
suginami-tokyo-u/
問杉並清掃事務所☎3392-7281

問ゆうゆう上荻窪館☎3395-1667、高齢者施策課施設担当

プレミアム率
30％売上アップにつながる！

お客様を増やすチャンス！

申請・換金の手数料無料！

事業概要
発 行 総 額 4億円（額面5億2000万円分）

販 売 価 格 1セット5000円（額面6500円分）
※1人8セットまで購入可。

発 行 数 8万セット

販 売 方 法 事前申込制

利 用 期 間 5年2月28日㈫～5月31日㈬
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広告

区政への主な意見と回答は、区ホームページ（右2次元コード）でご覧になれます。

◇回答
　 区では、小中学校・高校・大学・事業所・一般に向けた自転車講習会等
を開催し、交通ルールの順守、マナー向上に努めています。加えて、警察署
等と連携し、駅や商店街等の街頭や、自転車駐車場等で利用者への呼びか
けや啓発チラシを配布するキャンペーンを実施しています。また、自転車の

左側通行を誘導するため、主要道路の路面への自転車ナビマーク・ナビライ
ン設置を進めています。
　今後も、幅広い年代を対象にした啓発活動や、自転車ナビマーク等の設
置により歩行者が安心して歩けるよう努めていきます。
 （担当　杉並土木事務所）

◇自転車に乗りやすい街
　区長就任メッセージに「杉並区を23区
で一番自転車に乗りやすい街にしたい」と
ありましたが、自転車運転のマナーが悪
く交通違反が横行しているのが実情です。
信号を守らず歩行者が渡っている横断歩

道に突っ込む、歩行者優先の歩道を高速
で運転する自転車がよく見られます。
　自転車運転者の交通規則順守と歩行者
保護を実現してから、自転車に乗りやすい
街を考えていただきたいです。

　区民の皆さんからいただいた声と、そ
れに対する区からの回答の一部を掲載し
ます。

—— 問い合わせは、区政相談課へ。

区民の声から

歳末たすけあい運動に
ご協力をお願いします

郷土博物館企画展「生誕130年　詩人・尾崎喜八と杉並」

活�用�例

歯科健診はもう受診しましたか？
　受診期限が迫っています。お早めの予約・受診をお願いします。

――― 問い合わせは、杉並保健所健康推進課健診係☎3391-1015へ。

毎日の食事をおいしく楽しみ、はつらつとした生活を送るためには、
虫歯や歯周病を早期発見し、予防することが大切です。

歯の健康が毎日の楽しい生活につながります！ 赤い羽根共同募金

――― 問い合わせは、杉並区社会福祉協議会☎5347-1010へ。

　今年も歳末たすけあい・地域福祉活動募金が始まりました。
皆さんの「やさしい気持ち」をお寄せください。
　誰もが地域で安心して暮らすことができるよう、区内のさまざ
まな福祉活動に役立てられています。

　戦前・戦中に、高井戸・荻窪・善福寺で暮らした詩人・尾崎喜八。杉並の自然を愛して写真に残し、文学
で世界とつながった尾崎の歩みを紹介します。また、尾崎喜八の孫である、石黒敦彦さんによる講演会など
も開催します。

▲ 地域のつどいの場づくり
　～きずなサロン運営支援

▲学校での福祉教育授業
　～車いす体験

　歯周病菌や歯肉で生じた炎症物質は、全身に悪影響を及ぼします。

いずれも 
場問郷土博物館（〒168-0061大宮
1-20-8☎3317-0841〈月曜日、毎月
第3木曜日（祝日の場合は翌日）、12
月28日～1月4日は休館）　費100円

（中学生以下無料）

健　診　名 対　象　者
（5年3月31日時点） 受 診 期 限

成人歯科健康診査 25・30・35・40・45・50・
60・70歳の方

 12月28日まで  
後期高齢者歯科健康診査 76歳の方

｜歯周病にご注意ください｜

歯周病と関係がある疾患

● 糖尿病　● 狭心症・心筋梗塞　● 脳卒中・脳梗塞　● 肥満

石黒敦彦講演会
時①12月18日㈰②5年1月15日㈰午後2時～4時　内①詩人・尾崎喜八②口語自由
詩と昭和の杉並・武蔵野　対中学生以上の方　定各40名（抽選）　申往復はがき

（12面記入例）で、同博物館。または東京共同電子申請・届
とどけ

出
で

サービス（右2次元
コード）から申し込み／申込締め切り日 ①12月8日②5年1月5日

展示解説
時5年1月22日㈰、2月12日㈰午後2時～2時30分　師石黒敦彦、同博物館学芸員

12月17日㈯～5年2月19日㈰午前9時～午後5時日時

▲ ②口語自由詩と昭
和の杉並・武蔵野

▲ ①詩人・尾崎
喜八

12月31日まで期間
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