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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

8 - 9｜ 区職員の給与などの状況についてお知らせします　　1 0｜ 杉並区中学校対抗駅伝大会2021の開催と交通規制　　1 6｜ 新型コロナワクチンの接種はお早めに
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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。

32 令和3年（2021年）12月1日　No.2318No.2318　令和3年（2021年）12月1日 

　区民の価値観や住まい方が多様化する中で、選択肢の幅
を広げ、家族等も保養を兼ねてゆったりと面会できる「保
養地型特養」という構想を掲げ、静岡県南伊豆町に全国初
となる自治体間連携による特別養護老人ホーム「エクレシ
ア南伊豆」を平成30年3月に開設しました。
　区・南伊豆町双方の行政課題を自治体同士の連携で解決
するこの取り組みは、全国的にも大きな注目を集めました｡

自治体間連携による区外整備
取り組み

03 50床程度
約1000床

　入居者と家族、地域の方々、施
設職員をつなぐ交流スペースとし
て活用が期待されています。コー
ヒーや紅茶はもちろん、パスタや
ピザなどの軽食も提供しており、
地域の方々も気軽にお立ち寄りい
ただけます。

●カフェスペース

天沼に
新規
オープン

CHECK!

杉並区長　田中 良
　12月1日、荻窪税務署等跡地に建設していた特別養護老人ホーム・フェニッ
クス杉並がオープンし、これをもって杉並区総合計画・実行計画に掲げた
「10年で特養1000床増床」の目標を達成いたしました。長年にわたり区民を
はじめ区議会や関係者の皆さまからご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
　平成24年当時、杉並区内には優先度の高い特養入居待機者が1000人近くも
いる状況でした。私は、この入居待機者の解消は「保育待機児童ゼロ」と並ん
で、基礎自治体がなすべき最重要課題であると考え、心血を注いで対策に取り
組んでまいりました。
　特養整備にあたっての大きな課題は、施設を建設するために必要な大規模用
地の確保です。社会福祉法人自らが土地を確保することは、杉並のような住宅
都市においては困難を極めます。そのため区では、法人の用地取得にかかる経
費を助成することに加え、区有地や国・都の未利用地等を確保して賃貸するこ
とにより、整備を進めてまいりました。フェニックス杉並は、定員180名、

ショートステイ36名という大規模施設ですが、これも区が国との財産交換に
より約6300㎡の土地を確保したことで、その一部を活用して整備できたもの
です。
　また、全国初の自治体間連携により交流自治体の南伊豆町に開設した「エク
レシア南伊豆」では、定員90名のうち50名程度を杉並区民の枠としていま
す。単なる定員増にとどまらず、生活の場の選択肢を広げることにつながる区
域外特養の取り組みは、全国的にも注目を集めました｡
　入居者の多くは高齢期を迎えてもなお、生き生きと健やかに
暮らしたいと考えていることでしょう。昨今では、家族だけ
ではなく地域とのつながりが保たれるように交流スペースを
設ける施設も増えてきました。介護に係るさまざまなニー
ズをしっかりと見極めながら、今後も引き続き必要な対策
を講じてまいりたいと思います。

　区では、多様な住まい方の選択肢を広げ、高齢者の暮らしを支える仕組みづくりに取り組んでいます。特別養護老人ホームについては高齢化
の進展によるニーズの高まりを受け、これまで精力的に整備を進めてきた結果、このたび「10年で1000床増床」の目標に到達しました。ま
た、定員増だけでなく、入居後の地域とのつながりを大切にし、生き生きと暮らしていけるような工夫を凝らしています。今号では、区の特別
養護老人ホーム整備の現状について紹介します。

 ̶̶問い合わせは、高齢者施策課施設整備推進担当へ｡

　12月1日、特別養護老人ホーム「フェニックス杉並」がウェルファーム杉並特別養護
老人ホーム棟内（天沼3-19）に開設します。区内最大級の入所者を受け入れるととも
に、各室入居者の個別性を重視したユニットケアを行います。全室個室で10～12名を
1つの生活単位とする、ユニット型特別養護老人ホームです。

｢フェニックス杉並」オープン！

　平成24年度末時点で、区には約1000人の優先度の高い特

養入所待機者がおり、特別養護老人ホームの整備が急務と

なっていました。こうした状況を受け、区では「平成24年

(1307床）から令和3年の10年間で1000床の定員数を確保

する｣という目標を掲げ、整備を進めました。

　現在はコロナの影響で、思い描いたような地域交流が十分には行え
ていませんが、コロナ禍が落ち着いたら、地域の皆さまに親しみを感
じていただき、愛される施設となれるよう、カフェを活用し、入居者
やそのご家族、地域の皆さま、施設職員にとって「出会い・集い・つ
ながりの場」となれるよう取り組んでいきたいと考えています。

(プライムガーデンズ高円寺)

　コロナの流行前は、施設の駐車場で夏祭りを行ったり、地域交
流スペースで活動しているサークルのハーモニカ演奏を入居者が
聴いたりするなど、入居者と地域の交流がありました。将来的に
は夏祭りの再開や、地域交流スペースを活用して地域のサーク
ル・クラブ活動に入居者が参加するといった交流ができればと
思っています。　　　　　　                        (リバービレッジ杉並)

　施設の一部を地域交流スペー
スとして地域の方々に貸し出し
ています。地域活動・団体の会
議や研修会、講演会等の催し物
やサークル活動など、入居者と
地域の方々のふれあいの場とし
ても活用できます。

●地域交流スペース

　入居を検討中の方もお気軽にお
立ち寄りください。

■時 12月13日㈪・14日㈫午前10時
～午後4時　■場 区役所1階ロビー
■他 パネル展示（施設や入居者が参
加したイベントの様子）あり

｢エクレシア南伊豆」
入居相談窓口を
設置します

　入所申込書「杉並区特別養護老人ホーム入所
もうしこ

申込みのしおり」（高齢者在宅支援課〈区役所西棟2階〉、各ケア24、区内・区外協力特別養

護老人ホームで配布。右2次元コードからも取り出せます）を確認の上、申込書に介護保険被保険者証の写しを添えて、各特別養護老人ホー

ムへ持参してください。　※区役所、各ケア24では、申し込みを受け付けていません。

特別養護老人ホームの入所申し込み方法

特別養護老人
ホーム一覧は
コチラから!

地域の
皆さんも

利用できます!

開設により1000床増床達成！

■問 高齢者在宅支援課施設入所係

●防災拠点型地域交流スペース　●認知症カフェ　●訪問看護ステーション
●看護小規模多機能型居宅介護事業所　●診療所　など

特養：180名 全室個室：18ユニット（1ユニット12名）ショートステイ：36名

事業者の声 事業者の声

定員数1000床増床達成への取り組み

　特別養護老人ホームの整備には、安定的に運営するための大規模な用地が
必要ですが、住宅都市である区内において、その確保は容易ではありません
でした。そこで、統廃合などを行った学校跡地など、区立施設の再編整備に
よって生み出された一定規模以上の区有地や、国や東京都との連携により未
利用地を確保して整備を進めました。

公有地の効果的な活用
取り組み

01 847床
約1000床

統廃合など

建て替え

特養

　運営事業者が新たに民有地を取得して特別養護老人ホームを整備する際
に、区は事業者に対して用地取得の費用助成を行いました。また、事業者が
自ら所有している土地を転用して特別養護老人ホームを新設した際や、既存
の特別養護老人ホームを改築し増床する際の建設費用の助成を行うことで、
整備を後押しし増床を図りました。

事業者への用地取得・
建設助成

取り組み

02 196床
約1000床

・民有地の取得
・増築または
　改築による増床

費用の助成

事業者

区

入居後も           　　　     多様な取り組みの一部をご紹介！地域とつながる
●定員数の推移
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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
西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続
立体交差化計画などの都市計画決定図書の縦覧
内①西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続
立体交差化計画の追加②西武鉄道新宿線（西武新宿
駅～上石神井駅間）の複々線化計画の廃止③西武鉄
道新宿線付属街路の追加④杉並区画街路（上井草駅
の駅前広場等）の追加▶縦覧場所 区都市整備部管
理課（区役所西棟5階）／①②は都都市整備局都市づ
くり政策部都市計画課（新宿区西新宿2-8-1）でも縦
覧可　問①②都都市整備局都市基盤部交通企画課☎
5388-3284③④区市街地整備課鉄道立体係

都市計画の原案への公述申
もうしで

出と公聴会
内対象計画案 住宅市街地の開発整備の方針▶対象区
域 特別区、市、瑞穂町、日の出町▶縦覧・申出書の
配布 都都市整備局都市づくり政策部都市計画課、区
都市整備部管理課（区役所西棟5階）。申出書は都都市
整備局ホームページからも取り出せます▶縦覧期間
12月15日まで（土・日曜日を除く）▶公述申出対象
区域内に在住または計画案に利害関係のある方（1人
10分以内）　申公述申出書を、12月15日（必着）まで
に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
◆公聴会（公述申出がある場合のみ）
時4年1月20日㈭午後2時・7時　場東京都議会議事堂
（新宿区西新宿2-8-1）

いずれも 
問都都市整備局都市づくり政策部都市計画課☎5388-

3336　他詳細は都都市整備局ホームページをご覧く
ださい

都市計画道路補助132号線パネル展示（オープ
ンハウス）の開催
　事業の概要や今後の進め方等、疑問や不明点に対
し区職員が説明し、質問等に答えます。また、西荻窪
駅周辺のまちづくりに関するこれまでの取り組み経過
や今後の進め方等についてもパネル展示を行います。
時①12月17日㈮午後2時～7時②19日㈰午後1時～6
時　場①西荻南区民集会所（西荻南3-５-23）②勤労
福祉会館（桃井4-3-2）　問土木計画課　他車での来
場不可

 施設情報
阿佐谷地域区民センターの休館
　移転準備のため、4年3月1日㈫～31日㈭は休館しま
す。休館期間中は、近隣の地域区民センター、区民集
会所、コミュニティふらっとなどの施設をご利用くだ
さい。
　移転後の阿佐谷地域区民センター（阿佐谷北1-1-1）
は、4年4月18日から貸し出し開始予定です。施設申
し込みにあたっては、集会室等の施設内容に変更があ
るため、4年1月発行（更新）予定の「さざんかねっと
集会施設ガイドブック（第16版）」または4年1月4日
以降に区ホームページをご覧ください。

問地域課阿佐谷地域活動係☎3314-7435
◆すぎなみ協働プラザの移転
　阿佐谷地域区民センター内にあるすぎなみ協働プラ
ザは、4年3月に産業商工会館（阿佐谷南3-2-19）内
に移転します。
問地域課協働推進係☎3312-2381

 募集します
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 4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4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

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（12月24日・27日・31日、4年1月3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

建築総合無料相談会・ブロック塀
無料相談会★

時12月7日㈫・21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

住宅の耐震無料相談会・ブロック
塀無料相談会★

時12月8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12月9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

行政書士による相談
時12月10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3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〉）

行政相談★ 時12月10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

専門家による空
あきや

家等総合無料相談
時12月16日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場住宅課（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、12月14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12月16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18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、12月13日～17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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 子育て・教育
就学通知書（入学のお知らせ）の発送
　4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4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

 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、3年度実績。
●勤務期間は、5回まで更新可。

 会計年度任用職員
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 原則、週2
日。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 4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
整備ほか▶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 4年4月
1日時点18歳以上で高等学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 月20日程
度。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（英語・数学）
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
内各種調査に対する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。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、
春季休業期間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・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（土・日曜日、
祝日に勤務の場合あり）▶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 4年4月1日～5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（必着）までに同課へ郵送・持参　問同課

学校事務、栄養士
①学校事務
内勤務場所 区立小中学校▶募集人数 15名程度▶報
酬 月額14万9472円
②栄養士
内献立の作成、給食指導ほか
▶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
5名程度▶報酬 月額21万
4464円

いずれも 
内勤務期間 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15分～午後4時45
分（土・日曜日、祝日に勤務の場合あり〈②区立保育
園、区立子供園、区立小規模保育事業所は原則、午
前8時30分～午後5時15分〉）　申申込書（庶務課教職
員係〈区役所東棟6階〉、②は保育課管理係〈東棟3
階〉でも配布。いずれも区ホームページからも取り出
せます）に②は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21日（必着）までに庶務
課教職員係へ簡易書留で郵送・持参　問庶務課教職
員係（②は保育課管理係でも可）

一般事務（都市整備部管理課職員）
内用途地域の案内に関する窓口業務および電話応対
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 都市整備部管理課▶募集人数 1
名▶報酬 月額18万5856
円　 申申込書（都市整
備部管理課〈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、12月24日（必着）
までに同課庶務係へ簡易
書留で郵送・持参　問同
係

済美教育センター職員等
①一般事務
内パソコンによる文書・データ作成入力管理事務、
庶務事務、教育事務ほか▶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
▶報酬 月額18万5856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
支援業務ほか▶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教育相談員（心理職）
内教育相談業務、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、区内適応指導教
室▶資格 臨床心理士（臨床心理学系を含む）の資
格を有する方（取得見込みを含む）▶報酬 月額21万
5424円
④教育指導員
内教育指導員（小学校全科、中学校英語・数学・国
語・理科・社会）▶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 区内
適応指導教室▶資格 小学校教員（全科）・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
⑤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 4年4月1日～5年3月31日（予定）▶募集
人数 若干名　申申込書（区ホームページから取り出
せます）を、4年1月4日（必着）までに済美教育セン
ター①②管理係③～⑤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①②同係
☎3311-0021③～⑤同担当☎3311-1921

保育士等、看護師
①保育士②子供園保育職
内勤務場所 区立保育園、区立小規模保育事業所、
区保育室、区定期利用保育施設、区立子供園のいず
れか（年度途中を含め異動と
なる場合あり）▶資格 保育
士の資格を有し（②は幼稚園
教諭普通免許状を有する方も
可）、都道府県知事の保育士
登録を受けている方（取得・
登録見込みを含む）▶募集人
数 ①若干名②10名程度▶報
酬 月額18万5856円
③看護師
内園児の健康管理、健康指導、応急処置等▶勤務場
所 区立保育園、区立小規模保育事業所、区立子供
園のいずれか（年度途中を含め異動となる場合あり）
▶資格 看護師免許証を有する方（取得見込みを含
む）▶募集人数 若干名▶報酬 月額22万2144円

いずれも 
内勤務期間 4年4月1日～5年3月31日▶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
立子供園は午後6時45分まで）のうち実働7時間45分
（シフト制。日曜日、祝日に勤務の場合あり）　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）に①②保育士証②また
は幼稚園教諭普通免許状③看護師免許証の写し（い
ずれも、または取得見込み証明書）を添えて、4年
1月7日（必着）までに同係へ簡易書留で郵送・持参　
問同係

 その他
杉並区手話通訳者認定試験
時4年1月30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（書き取り通訳、手話表現問題、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②①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17日（必着）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

審議会等のお知らせ

時12月17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

生活安全協議会
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広告

　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。

区政への主なご意見・ご要望と区からの回答の概要は、区ホームページ「区長への手紙」（区政へのご意見・ご要望）→「区政への主な意見と回答」からご覧になれます。

◇回答
　病児保育の受け入れ拡大に関しては、区民の皆さんからのご要望が多く、
今後の重要課題の一つと認識しています。
　区はこうした要望を受けて、7月19日に新規の病児保育室を1カ所開設し、

既存の3施設と合わせて28名の定員枠を確保しています。
　今後の拡充についても、利用状況や区民ニーズを踏まえて、引き続き検
討していきます。
� （担当　子ども家庭部保育課）

区民の
声から

　結果報告書等は、①杉並保健所健康推進課健診係②杉並保健所保健予防課保健予防係（いずれも荻窪5-20-１）①②区政資料室（区役所西棟2階）、区民事
務所、図書館で12月31日まで閲覧できます（各閲覧場所の休業日を除く）。または区ホームページ（トップページ「区民等の意見提出手続き〈パブリックコメン
ト〉」）でも閲覧できます。

区民等の意見提出手続き（パブリックコメント）の結果をお知らせします

マイナンバー制度
健康増進事業の実施に関する事務の「特定個人情報保護評価書（案）」

予防接種に関する事務の「特定個人情報保護評価書（案）」

問①杉並保健所健康推進課健診係☎3391-1015②杉並保健所保健予防課保健予防係☎3391-1025

●対象事務＝①健康増進事業の実施に関する事務②予防接種に関する事務
●意見提出期間＝8月1日～31日
●ご意見はありませんでした

　「行政手
て

続
つづき

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）」に基づき、「広報すぎなみ」8月1日号などで
「特定個人情報保護評価書（案）」を公表し、皆さんからご意見を伺いました。意見募集の結果は以下のとおりです。

3年分確定申告から、さらに広がる自動入力！
税務署からのお知らせ

　2年分の所得税確定申告から、マイナポータルと国税庁ホームページ内の
「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、生命保険料控除証明書や住宅
ローン控除関係等の情報をまとめて入手でき、申告書の所定の項目に自動入力
できます。それが、マイナポータル連携（※1）です。
　これにより、控除証明書の内容の入力が不要となるほか、控除額が自動計
算されるなど、簡単・便利に申告書を作成・送信することができます。

　さらに、3年分の所得税確定申告からは、ふるさと納税、地震保険、医療費
（※2）も自動入力の対象となりました。自動入力対象は、今後さらに拡大して
いく予定です。
　所得税の確定申告を行うにあたっては、自宅等からのe-Taxと併せ、ぜひマ
イナポータル連携もご利用ください。

※1　マイナポータル連携には、事前設定が必要です。詳細は、国税庁ホームページ（右2次元コード）でご確認ください。
※2　�医療費について、3年分の所得税確定申告では、9～12月分の医療費通知情報（保険診療分）が、4年2月上旬にマイナポータルか

ら取得可能となる予定です（4年分以降は、1年間を通した医療費通知情報〈保険診療分〉が取得可能となる予定です）。

問杉並税務署☎3313-1131、荻窪税務署☎3392-1111

内戦没者等の死亡当時のご遺族で、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
順位のご遺族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

◇病児保育拡大について
　子どもが発熱した際に、保育園に預かってもらえな
かったので病児保育に連絡しました。しかし、区内に
ある3施設ともキャンセル待ちで、結局順番は回ってこ
ず利用できませんでした。

　区全域で、病児保育の定員が3施設で22名しかな
いのは、少な過ぎます。このような状況では、共働き
で子どもを育てていくのは難しいです。民間の病児保
育も調べましたが、高額で利用できません。病児保育
の定員を増やしてください。

特別弔慰金の請求手続きは
お済みですか
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「外出をサポートするおでかけガイド
～付き添い編」を発行しました

「すぎなみくらしの
便利帳」を改訂しました交通・まちづくりアンケート

調査を実施します

図柄入り杉並ナンバープレートを
交付しています

ご協力をお願いします

杉並区外出支援相談センターもび～る（荻窪5-18-11）、各地域包括支援センター（ケア24）、障害者施策課
（区役所東棟1階）、介護保険課（東棟3階）

 交付料金
登録自動車 7380円
軽自動車 7440円
※�交付料金のほか、1000円以上の寄附をするとフルカラーのナンバープレートを選択できます。
寄附なしの場合はモノトーンのナンバープレートです。
※�自動車販売ディーラーや整備工場に手続きを依頼する際は、別途手数料がかかる場合があり
ます。依頼先にご確認ください。

 申し込み方法
　全国自動車標板協議会「図柄ナンバー申

もうしこみ

込サービス」ホームページ（右2次
元コード）から申し込み。または、自動車販売ディーラー・整備工場にご相談く
ださい。

 その他
●�新車・中古車購入時だけでなく、既に所有している
車にも取り付け可能です。今の番号のまま取り換え
ることができます（一部、番号変更が必要な場合
あり）。
●�寄附金は、日本デザインナンバー財団が管理し、区
の交通改善や観光振興に資する取り組みに充てられ
ます。

　区の取り組みや防災情報、施設一覧な
どを掲載した、元年度版「すぎなみくらし
の便利帳」を改訂しました。転入者や希
望者用に区役所や区民事務所で配布して
います。
　すぎなみくらしの便利帳
は、区ホームページ（右2
次元コード）からもご覧い
ただけます。

発送日 12月1日㈬ 返送期限 12月15日（消印有効）

※調査目的以外には使用しません。

▲��最新版「すぎなみ
くらしの便利帳」

　「病院、散歩や買い物などへ出掛ける時に誰かに付き添ってほしい」、そんな方のために、付き添いを行ってい
る事業所や団体の情報をまとめた冊子です。対応可能な介助の程度・料金などを掲載しています。

―――問い合わせは、杉並区外出支援相談センターもび～る☎5347-3154へ。

　「交通・まちづくり」をテーマに、今後の区内交通のあり方やまち
づくりの検討に活用するためのアンケート調査を下記のとおり実施し
ます。区内全域を対象に、無作為抽出した方へ調査票を送付します
ので、お手元に届いた方はご協力をお願いします。

―――問い合わせは、都市整備部管理課交通企画担当へ。

―――問い合わせは、広報課報道係へ。

　区は、平成26年11月に、国土交通省のいわゆるご当地ナンバーとして「杉並ナンバー」を導入しました。この「杉並ナンバー」のさらなる
発展のため、なみすけとナミーがデザインされた図柄入りのナンバープレートを交付しています。ぜひお申し込みください。

―――問い合わせは、産業振興センター観光係☎5347-9184へ。

なみすけ・ナミーと
一緒にドライブしよう♪

配布場所

新型コロナウイルス感染症
発熱等の症状がある場合は、まずは電話でかかりつけ医へご相談ください。

◆かかりつけ医がいない、
　相談する医療機関に迷う場合は
　右記に電話してください。

杉並区受診・相談センター
☎3391-1299
午前9時～午後5時 土・日曜日、祝日を除く

東京都発熱相談センター
☎5320-4592
24時間〈年中無休
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「広報すぎなみ」は新聞折り込みでの配布のほか、区施設、区内各駅、交番・駐在所、公衆浴場、郵便局、病院、スーパー・コンビニエンスストア（一部の店舗を除く）などにあります。入手が困難な方への配送、また「点字広報」「声の広報」のお申し込みは広報課へ。

　東京23区共同で設置している特別区人事委員会が、毎年、23区内の民間企業の給与実態などを調査して行う勧告を踏まえ、区議会の審議を経て、条例で定
めています。3年度の職員の給与等については、次のとおりです。

※�数値には再任用職員（定年退職者等の再採用）のうち、再任用フルタイム勤務職員を含み、（　）は、
再任用短時間勤務職員で外数です。*は2年度決算額です。

給料表に定める額（一般行政職、技能労務職など職務の内容によって給
料表は異なります）

民間における賃金や物価が特に高い地域に勤務する職員に支給される手当

著しく危険、不快、不健康、困難その他特殊な勤務に従事したときに支給され
る手当

管理職手当、初任給調整手当など

休日給、宿日直手当など

給　料

特殊勤務
手　　当

期末手当
勤勉手当

その他

その他

退職手当

区職員の給与などの状況についてお知らせします
　区民の皆さんに区政への一層のご理解をいただくため、「杉並区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の
給与、採用などの概要をお知らせします。詳細は、区ホームページに掲載の「杉並区職員白書令和3年度（2021）」（右2次元コード）
をご覧ください。

——問い合わせは、人事課給与福利係、職員数などの状況については、人事課人事係へ。

区分
一般行政職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
杉並区 30万��703円 44万4282円 41.8歳
東京都 31万5489円 46万3399円 41.9歳

国 32万5827円 40万7153円 43.0歳

区分
技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
杉並区 30万5108円 41万5966円 53.9歳
東京都 29万��644円 39万3826円 50.4歳

国 28万6947円 32万8603円 50.9歳

経験年数 10年 20年

一般行政職
大学卒 29万6122円 38万3200円
高校卒 24万1100円 31万3350円

技能労務職 30万8140円

区分
一般行政職

Ⅰ類（大学卒） Ⅲ類（高校卒）
杉並区 18万3700円 14万7100円

都 18万3700円 14万5600円

国 総合職（大卒）
18万6700円

一般職（高卒）
15万��600円

支給率 （給料＋扶養手当＋管理職手当）の20％
1人当たり平均支給年額* 74万5000円（44万7000円）

支給実績* 3359万3000円（216万6000円）
職員全体に占める手当支給職員の割合* 9.0%（6.7%）
支給職員１人当たり平均支給年額* 11万円（15万1000円）
手当の種類 （手当数） 7種類

手当の名称
特定危険現場業務手当、福祉事務所等業務手当、
児童相談所業務手当、一時保護業務手当、防疫
等業務手当、清掃業務手当、教員特殊業務手当

交通機関利用者（電車、バス等）原則6カ月定期券額(1カ月当たり限度額5万5000円）
交通用具使用者(自転車等） 通勤距離に応じて支給

区　分 杉並区 都 国
配偶者 6000円 6000円 6500円
子 9000円 9000円 1万円
16～22歳の子がいる場合の加算 4000円 4000円 5000円
父母等 6000円 6000円 6500円

区分 杉並区 都 国

世帯主等 借家
借間

27歳以下 2万7000円
34歳以下
1万5000円

最高
2万8000円28〜32歳 1万7600円

33歳以上 8300円

■ 職員の平均給料月額・平均給与月額・平均年齢の状況

■ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

■ 職員の初任給の状況

■ 職層別職員数の状況

■ 昇給の状況

■ 給与の種類とその内容（4月1日現在）

※����「平均給与月額」とは、給料に諸手当（期末手当・勤勉手当
を除く）を加えたものの平均月額です。国の「平均給与月額」
には、期末手当・勤勉手当・通勤手当・時間外勤務手当・特殊
勤務手当を含んでいません。

※�職員数は、再任用職員を除く人数です。合計には、一般行政職、技能労務職のほかに医療職、教育職を含みます。
一般行政職は、杉並区職員の給与に関する条例に基づく行政職給料表（一）の職員数です。

※技能労務職の経験年数10年目の職員は該当者なし。

（4月1日現在）

（4月1日現在）

（4月1日現在）

（4月1日現在）
給
　
与

毎
月
決
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っ
て
支
給
さ
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る
も
の
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績
に
応
じ
て
支
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支
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る
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の

扶養手当

地域手当

住居手当

超過勤務
手　　当

通勤手当

ボーナスに相当する手当

区分 元年度 2年度
支給総額* 　13億5923万円（1760万2000円） 　13億6154万円（1181万9000円）
1人当たり平均支給年額* 43万3000円（7万2000円） 42万6000円（5万6000円）

区分 杉並区 都 国
期末 勤勉 期末 勤勉 期末 勤勉

6月期 1.125月分（0.625月分）1.025月分（0.50月分）1.25月分（0.70月分）1.025月分（0.50月分）1.275月分(0.725月分）0.95月分（0.435月分）
12月期 1.175月分（0.675月分）1.025月分（0.50月分）1.25月分（0.70月分）1.025月分（0.50月分）1.275月分(0.725月分）0.95月分（0.435月分）
3月期 0.25月分（0.10月分） − − − − −

計 4.60月分（2.40月分） 4.55月分（2.40月分） 4.45月分（2.32月分）
職務段階に
応じた加算 有 有 有

区分 杉並区 都 国
自己都合 定年・勧奨 全退職事由共通 自己都合 定年・勧奨

勤続20年 18.00月分 24.55月分 23.00月分 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.00月分 32.95月分 30.50月分 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.75月分 47.70月分 43.00月分 39.7575月分 47.709月分
最高限度 39.75月分 47.70月分 43.00月分 47.709月分 47.709月分

加算措置 早期退職者割増制度
（2〜20％加算）

定年前早期退職特例措置
（2〜20％加算）

定年前早期退職特例措置
（3〜45％加算）

1人当たり平均支給額* 144万8000円 2049万4000円 − −

部長 課長 係長 主任 一般職員 計
職員数 32人 100人 819人 1415人 1145人 3511人
構成比 0.9% 2.9% 23.3% 40.3% 32.6% 100.0%

※教諭・任期付職員を除く。3年度は9月1日現在。

2年度 3年度
事務系 90人 89人
福祉系 52人 38人
一般技術系 16人 20人
医療技術系 16人 9人
技能・業務系 0人 0人

合　計 174人 156人

区　分 合計 一般行政職 技能労務職

2年度
職員数（A） 3212人 2639人 317人
勤務成績が「上位」または「最上位」に判定され
昇給した職員数（B） 953人 789人 100人
比率　（B／A） 29.7％ 29.9％ 31.5％

元年度
職員数（A） 3238人 2644人 346人
勤務成績が「上位」または「最上位」に判定され
昇給した職員数（B） 940人 768人 105人
比率　（B／A） 29.0％ 29.0％ 30.3％

■ 懲戒処分

※�地方公務員法は、懲戒処分として免職、停職、減給、戒告の4種類を定
めています。区は、「職員の懲戒処分等の公表基準」を定めて、職員の
懲戒処分などを行った場合に公表しています。

処分の内容 元年度 2年度
戒告 5件 2件
減給 1件 0件
停職1カ月未満 0件 0件
停職1カ月以上6カ月以下 0件 1件
免職 0件 2件

合計 6件 5件

※（　）は再任用職員の支給月数。

■ 昇任選考の状況
区　分 元年度 2年度

主任職選考（種別A）
有資格者 249人 272人
受験者 120人 143人
合格者 61人 69人

係長職選考
有資格者 779人 727人
受験者 -
合格者 50人 70人

管理職選考
有資格者 967人 943人
受験者 13人 13人
合格者 6人 8人

※係長職は、平成30年度から指名制となったため、受験者数は表示していません。

● 給与などの決定のしくみ

■ 特別職の報酬等の状況
（4月1日現在）　区長・議員などの特別職の給料・報酬等については、学識経験者など

で構成される杉並区特別職報酬等審議会の答申に基づき、区議会の審
議を経て、条例で定めています。

区分 給料・報酬月額 期末手当年額 退職手当
区長 111万3000円 737万4648円 勤続期間1年につき100分の450

副区長 89万1900円 590万9654円 勤続期間1年につき100分の306
教育長 76万4400円 506万4849円 勤続期間1年につき100分の234

代表監査 68万7500円 455万5314円 勤続期間1年につき100分の216
議長 85万6000円 475万3796円

−副議長 77万4600円 430万1740円
議員 59万5700円 330万8218円

● 特別職の区長・議員などの給料・報酬等について

■ 職員給与費の状況

※職員数（Ａ）は、月平均の給料支給人数です。職員数は再任用フルタイム勤務職員を含みます。（　　）内は再任用短時間勤務職員で外数です。

（２年度一般会計決算。退職手当を除く）

（2年度普通会計決算）

　区の３年度職員数は、前年度より減の3511名、２年度の職員人件費については会計年度任用職員制度の導入等により、元年
度より増の379億円となりました。

職員数（A） 給与費 1人当たりの給与費
(B/A)給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

3361人
（213人）

121億6235万3000円
（4億7337万1000円）

50億408万1000円
(1億3867万5000円）

58億5291万1000円
（1億1917万4000円）

230億1934万5000円
（7億3122万円）

684万9000円
（343万3000円）

■ 人件費の比率

※普通会計とは、統計上の会計です。人件費には、一般職員のほか、区長・議員・会計年度任用職員等に支給される給料、報酬等を含みます。

〈人件費の状況〉
住民基本台帳人口（4月1日） 歳出額（A） 実質収支（黒字額） 人件費（B） 人件費比率（B/A) （参考）元年度人件費比率

57万3375人 2587億2440万4000円 116億4548万8000円 379億3057万1000円 14.7% 18.7%

■ 人件費・職員数の推移 ■ 給料水準の比較
　地方公共団体の給
料水準の指標として、ラ
スパイレス指数がありま
す。これは、国を100と
して比較したものです。
　2年度の杉並区のラ
スパイレス指数は99.0
でした。
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　人件費の歳出額全体に占める割合を人件費比率といいます。人件費比率が高いと財政の健全性が失われ、事業費を圧迫することになります。区では、人件費比
率の抑制を図るため、給与水準や職員定数の適正化に努めてきました。2年度の普通会計決算では、14.7％となっており前年度より4.0ポイントの減となりました。

● 人件費について

● 職員数などの状況

※一般等退職には死亡退職・転出を含みます。

元年度 2年度
定年 142人 141人
勧奨 22人 29人
一般等 50人 50人

合計 214人 220人

■ 退職者数の推移

■ 新規採用職員数の推移

▲職員白書

※期末手当支給月数4.08月(議長・副議長・議員は3.83月）。
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※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

ご理解・ご協力をお願いします

歯の健康が毎日の楽しい生活につながります！

杉並区中学校対抗駅伝大会2021の
開催と交通規制

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。

　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。

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。

健　診　名 対　象　者
（4年3月31日時点の年齢） 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

　平成12年に始まった杉並区中学校対抗駅伝大会も、今年で22回目を迎えます。新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、選手・地域
の方々、大会関係者等の安全を第一に考えて実施します。

―――問い合わせは、スポーツ振興課へ。

都立和田堀公園陸上競技場
（済美山運動場〈堀ノ内1-15〉）

1チーム5名による駅伝競走
参加チーム＝区内中学校の生徒で構成する
男子チーム・女子チーム

　駅伝大会の開催に伴い、当日午前9時30分～午
後1時に交通規制を行います。善福寺川沿いの通行
は、極力迂

う

回
かい

をお願いします。荒玉水道での車の
送迎による乗り降りや伴走、自転車や車両による応
援は禁止します。

パソコンやスマホでも選手の活躍をご覧いただけます

　YouTube（RUNNET channel。右2
次元コード）で大会当日の模様を生配信
します（アーカイブはありません）。

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

交通規制に
ご 協 力
くだ さ い

日 時

内 容

スタート
ゴ ー ル

12月12日㈰（荒天中止）
午前9時45分＝女子スタート
午前10時45分＝男子スタート

歳末たすけあい運動募金に
ご協力をお願いします

つながり  ささえあう  みんなの地域づくり

　募金は、地域での安心・安全な暮らしを支えるための貴重
な資金として、区内の地域福祉活動に役立てられます。
　今年度は新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、
JR4駅での街頭募金を予定しています。詳細は、杉並区社会
福祉協議会ホームページをご覧ください。
　皆さまの「やさしい気持ち」をお寄せください。

活用例
●福祉教育推進事業 ●きずなサロン

―――問い合わせは、杉並区社会福祉協議会☎5347-1010へ。

期 間 12月31日まで
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※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

自分の手で、野菜を育ててみませんか？

地域活動の一歩を、ここから。

●募集農園＝下表のとおり
●利用期間（最長）＝4年3月15日～7年2月15日
●利用料＝年間7000円

〈募集農園一覧〉
農園名（所在地） 区画数

成田西（成田西2-17） 48

浜田山第二（浜田山4-32） 115

上井草第二（上井草4-20） 151

久我山第二（久我山3-37） 37

南荻窪（南荻窪2-20） 116

久我山（久我山3-10） 163
※区画数は予定数です。

 対 象
次の要件を全て満たす方
・杉並区に住民登録している
・区内外を問わず、耕作できる土地を所有していない
・当選後の利用説明会に出席し、手続きができる
・農園利用のルールを遵守できる

 申込書配布場所
産業振興センター、区役所1階ロビー、各区民事務所、各図書館（各施設の休業日を除く）

 申し込み
申込書（往復分の63円切手を貼付。持参の場合切手は返信分のみ）を、12月15日（消印有
効）までに産業振興センター都市農業係（〒167-0043上荻1-2-1Daiwa荻窪タワー2階）へ
郵送・持参

 その他
　複数の申し込みや、同一世帯の方が別名義で申し込んだ場合は、1通の申し込みとみなし
ます。他人の氏名を使用するなどの不正な申し込み、記入の不備があった場合は無効です。

区民農園の利用者を募集します

すぎなみ地域大学
4年1～3月開講講座の新規受講生を募集します

―――問い合わせは、地域課すぎなみ地域大学担当☎3312-2381へ。

―――問い合わせは、産業振興センター都市農業係☎5347-9136へ。

〈開講講座一覧〉

※場の記載がないものは、区役所分庁舎（成田東4-36-13）。対の記載がないものは、区内在住・在勤・在学の方。

はがき・ファクス・Eメール（12面記入例）に受講動機と修了後の活動目標、在勤・在学の場合は勤務先・学
校名も書いて、地域課すぎなみ地域大学担当（〒166-0015成田東4-36-13FAX3312-2387 tiikidaigaku-t@
city.suginami.lg.jp）。またはすぎなみ地域大学ホームぺージ（右2次元コード）から申し込み　他詳細は、
募集案内（駅の広報スタンド、区役所、区民事務所、図書館等で配布）参照

すぎなみ地域大学への
申し込み方法

講座名 日時・場所・対象・定員（抽選）・費用 申込締め切り日
（必着）

地域活動基礎コース

チャレンジ！ボランティア特別講座
「ボランティアって、なんだ？」

時4年2月19日㈯午後1時30分～4時30分　場ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　定30名 4年1月30日

地域活動実践コース

食育推進ボランティア講座
時4年1月11日～2月15日の毎週火曜日、午後2時～4時30分（計6回）　場農福連携農園すぎのこ
農園（井草3-19-23）　対区内在住の方　定12名　費3000円

12月19日

救急協力員講座
時①4年1月16日㈰午前9時30分～午後0時45分②2月8日㈫午後2時～5時15分③3月13日㈰午前
9時30分～午後0時45分　対区内在住・在勤・在学で、救命技能認定証を持っていない16歳以
上の方　定各12名　費各500円

①12月19日
②4年1月16日

③2月17日

日本人英語指導助手養成講座
時4年1月21日㈮・24日㈪、2月1日㈫・7日㈪・15日㈫・18日㈮・21日㈪・22日㈫午前9時30分
～午後0時30分（計8回。2月22日のみ午後1時まで）　定18名　費4000円

12月19日

健康づくりリーダー講座
時4年2月2日～3月16日の水曜日、午前10時～午後0時30分（計6回。2月23日を除く）　定15名　
費3000円

4年1月10日

救急協力員上級講座
時4年2月5日㈯午前9時30分～午後5時45分　対区内在住・在勤・在学で、上級救命技能認定
証や応急手当普及員認定証を持っていない16歳以上の方　定12名　費1000円

4年1月11日

南相馬ヒューマンライブラリー
2021

時4年2月26日㈯午後1時30分～4時　定25名 4年1月19日

農園の概要



申込先の住所・ファクス番号・Ｅメールアドレスは、各
記事の申問でご確認ください。住所が記載されていない
ものは、区役所○○○課（〒166-8570阿佐谷南1-15-1）
へお申し込みください。
※往復はがきの場合は返信用の宛先も記入。託児のある行事は託

児希望の有無、お子さんの氏名と年齢も記入。

①行事名・教室名
 （希望日時・コース名）

②郵便番号・住所
③氏名（フリガナ）

④年齢
⑤電話番号
 （ファクス番号）

 1人1枚

はがき・ファクス・Ｅメール申し込み記入例

イイベントベントひろばひろば
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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

民センター（和泉3-8-18）▶21日㈫〜
28日㈫午前8時30分〜午後5時（28日
は正午まで。25日・26日を除く）＝区
役所2階区民ギャラリー　問選挙管理
委員会事務局

時12月15日㈬午前9時〜午後5時　場
ゆうゆう高円寺南館（高円寺南4-44-
11）　師相談員・久野哲、小川裕子ほ
か　対区内在住・在勤でおおむね55
歳以上の方　申 問電話・ファクス・E
メール（記入例）で、ゆうゆう高円寺
南館☎ FAX5378-8179 takebouki_
suginami@tempo.ocn.ne.jp　他1人
45分程度
異業種交流会inすぎなみ
時 内 4年2月24日㈭午後1時30分〜3
時30分＝グループミーティング▶3時
40分〜4時30分＝自由交流会　場区
役所第4会議室（中棟6階）　対区内・
区外近隣の事業所（個人事業主を含
む）　定50社（1社1名のみ。申込順。
区内事業者優先）　申申込書（区ホー
ムページから取り出せます）を、4年
1月21日（必着）までに産業振興セン
ター就労・経営支援係（〒167-0043上

シニアのための
就業・起業・地域活動個別相談

催し

　区内在住・在学の小学4年生〜中学
生が描いた入賞作品30点を展示しま
す。
時12月6日㈪〜10
日㈮午前8時30分
〜午後5時（10日
は4時まで）　場区
役所2階区民ギャ
ラリー　問区民生
活部管理課庶務係

時12月11日㈯〜4年1月30日㈰午前9
時〜午後5時（月曜日、毎月第3木曜日

〈祝日の場合は翌日〉、12月28日〜4年
1月4日は休館）　場 問郷土博物館分館

（天沼3-23-1天沼弁天池公園内☎5347-
9801）

時場12月13日㈪〜20日㈪午前9時〜午
後9時（13日は正午から。20日は正午
まで。15日を除く）＝永福和泉地域区

「平和のためのポスターコンクール」
入賞作品展

区民参加型展示「荻窪の記憶〜清
水・桃井・今川の歴史」

明るい選挙啓発ポスターコンクール
作品展示会

荻1-2-1Daiwa荻窪タワー2階 FAX3392-
7052 chusho-k@city.suginami.
lg.jp）へ郵送・ファクス・Eメール　問
同係☎5347-9077　他申し込み後に審
査あり。名刺、自社
製品・商品・サービ
スなどの案内・紹介
物などを持参

講演・講座
塚山公園「クリスマスリースづくり」
時12月18日㈯午前10時〜11時30分・
午後1時〜2時30分　場みどりの相談
所（下高井戸5-23-12塚山公園内）　対
5歳以上の方（小学生以下は保護者同
伴）　定各10組20名（申込順）　費各1
組500円　申 問電話で、同公園管理事
務所☎3302-8989

時12月18日㈯午後2時〜4時　場ウェ
ルファーム杉並（天沼3-19-16）　師杉
並区聴覚障害者協会　対区内在住・在
勤・在学の方　定15名（申込順）　申
問電話・Eメール（記入例）で、杉並
ボランティアセンター☎5347-3939

知ることから始めるボランティア　
聴覚障害と手話ソング体験

info@borasen.jp
大田黒公園「ミニ門松作り講習会」
時 12月19日㈰午前10時〜正午・午
後1時〜3時　場同公園　師同公園職
員　対小学生のお子さんとその保護
者　定各10組（申込順）　費各1組
1000円　申往復はがき（記入例）に
お子さんの氏名・年齢も書いて、12月
10日（必着）までに同公園管理事務
所（〒167-0051荻窪3-33-12）　問同
公園管理事務所☎3398-5814　他は
さみ持参

講演会　DVと虐待
時 4年1月15日㈯午後2時〜4時　場
座・高円寺（高円寺北2-1-2）　師臨
床心理士・信田さよ子（下写真）　対
区内在住・在勤・在学の方　定 120
名（申込順）　申
問電話・ファク
ス（記入例）で、
在宅医療・生活
支援センター☎
5335-7316 FAX
5335-7318　他
手話通訳あり

◆元気なうちに準備する「エンディン
グノート書き方講座」
時12月10日㈮午後2時〜3時30分　場
荻窪地域区民センター（荻窪2-34-20）　
師ケア24南荻窪職員　対区内在住・
在勤の方　定30名（申込順）　申 問電
話で、ケア24南荻窪☎5336-3724
◆親に終活を勧める前に知っておきた
いこと
時 12月18日㈯午前10時〜11時30分　
場阿佐谷地域区民センター（阿佐谷
南1-47-17）　師マリーゴールド代表理
事・矢尾眞理子　対区内在住・在勤の
方　定30名（申込順）　申 問電話で、
ケア24阿佐谷☎3339-1588
◆高齢者向けスマホ講座〜スマート
フォンを使って心も元気に
時12月23日㈭午後1時30分〜3時　場
ゆうゆう梅里堀ノ内館（堀ノ内3-37-
4）　師ドコモショップ荻窪店スマホ講
師　対区内在住・在勤の方　定15名

（申込順）　申 問電話で、ケア24梅里
☎5929-1924

家族介護教室

　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】

※申し込み・問い合わせは、各ゆうゆう館へ。第3日曜日は休館。いずれも長寿応援対象事業。

ゆうゆう館の催し 　ゆうゆう館は高齢者向け施設です
が、対に指定がなければどなたでも
参加できます。

ゆうゆう館名 内　容 日　時

浜田山館（浜田山4-18-31
☎ FAX3315-7815）

1年中飾って楽しめる
クリスマスリース講習会

12月11日㈯午前10時30分〜正午・午後1時〜2時30分　師吉田直子　
定各5名（申込順）　費各2500円

下高井戸館（下高井戸4-19-6
☎ FAX3302-2161）

「歌
うたかつ

活」
～みんなで歌って心も体も元気に

12月18日から毎月第3土曜日、午前10時〜11時30分　定各15名（申
込順）　費各500円

今川館（今川4-12-10
☎ FAX5303-1501）

スマホ講座
～自分のスマホを上手に使おう

12月19日㈰・26日㈰午後1時30分〜3時30分　定各12名（申込順）　
費各500円　他スマートフォン持参

荻窪東館（荻窪4-23-12
☎ FAX3398-8738）

スマホやパソコンを
マイペースで楽しく学ぶ

毎月第2・4火曜日、午前10時〜正午　定各10名（申込順）　費各
600円

高円寺北館（高円寺北3-20-8
☎ FAX3337-2266）

鉛筆デッサン教室
講師が丁寧に教えます

毎月第4月曜日、午後1時30分〜3時30分　定各10名（申込順）　費
各400円

大宮堀ノ内館（堀ノ内1-27-9
☎ FAX3317-9156） 着付け教室

毎月第2土曜日、午後5時〜6時・6時15分〜7時15分／第4土曜日、午
後3時〜4時・4時15分〜5時15分　師神山明子　定各3名（申込順）　
費各1500円

善福寺館（善福寺2-26-18
☎ FAX3394-8963）

お正月フラワーアレンジメント
講習会

12月27日㈪午前9時30分〜11時・11時30分〜午後1時　師池田洋子　
定各12名（申込順）　費各2000円

●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

下記の対策にご協力をお願いいたします。
●！�感染症防止対策
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※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。

�荻窪保健センター
◆いきいきとした毎日を送るための栄
養満点サロン（講座編）
時12月15日㈬午後1時30分〜2時30分　
場同センター（荻窪5-20-1）　師日本
調剤南阿佐ケ谷薬局認定栄養ケア・ス
テーション管理栄養士　定10名（申込
順）　申電話で、同センター
◆介護予防・フレイル予防のための65
歳からの身体能力測定会
時12月17日㈮▶受け付け 午後2時〜2
時40分　場大宮前体育館（南荻窪2-1-
1）　内基本チェックリスト、運動能力
測定（身長・筋肉量・握力・5m通常
歩行）、フレイルチェックなど　定60
名（先着順）　他脱ぎやすい靴下で、
上履き・お持ちの方は「はつらつ手帳」
持参。長寿応援対象事業

いずれも 
対区内在住の65歳以上で日常生活に
介助の必要がない方　問荻窪保健セン
ター☎3391-0015
�就労支援センター
◆パソコンを使って簡単！適性・適職
診断〜変化の時代の自己分析
時12月16日㈭午後1時〜4時　場ウェ
ルファーム杉並（天沼3-19-16）　師2
級キャリアコンサ
ルティング 技 能
士・須田万里子　
対 54歳以下で求
職中の方　定9名

（申込順）
◆オンラインで学ぶ「企業研究のコ
ツ」〜あなたの志すべき適職の発見法
時配信日時 12月18日㈯午後1時〜3時　
場オンラインで実施　師人事コンサル
タント・髙橋健太郎　対54歳以下で求
職中の方　定20名（申込順）
◆アンガーマネジメントに学ぶ、職場
でのより良いコミュニケーション
時12月23日㈭午後1時〜3時　場ウェ
ルファーム杉並（天沼3-19-16）　師人
材コンサルタント・神谷敏康　対54歳
以下で求職中の方　定18名（申込順）
◆経験者に聞いてみよう定年前後の再
就職〜想定される各種不明点の整理
時12月27日㈪午後1時〜4時　場ウェ
ルファーム杉並（天沼3-19-16）　対お
おむね55歳以上で求職中の方　定6名

（申込順）
いずれも 

申 問電話で、就労支援センター若者就
労支援コーナー☎3398-1136
�環境活動推進センター
◆おもちゃのクリニック
時12月19日㈰午後1時〜4時（受け付
けは3時まで）　対区内在住・在勤・在
学の方　定10名（申込順）　費部品代　
申 12月2日から電話で、同センター　
他1人1点
◆冬休み初心者手編み教室ポシェット
作り
　メリヤス編みで、余り糸を利用して
オリジナルポシェットを作ります。
時12月26日㈰、4年1月9日㈰午前10
時〜午後3時30分（計2回）　対区内在
住・在学の小学5年生〜高校生　定8
名（抽選）　費300円　申電話・Eメー
ル（12面記入例）で、12月2日〜10日
に同センター　他棒針8号2本・裁縫道
具一式・飾り用ボタン・昼食持参

いずれも 
場 問 環境活動推進センター（高井

戸東3-7-4☎5336-7352 kouza@
ecosuginet.jp〈水曜日を除く〉）

スポーツ①
競技大会

時4年1月30日〜3月27日の日曜日・祝
日、午前9時〜午後5時　場井草森公
園運動場（井草4-12-1）、下高井戸運
動場（下高井戸3-26-1）、上井草ス
ポーツセンター（上井草3-34-1）　対
区内在住・在勤の18歳以上の男子

（高校生を除く）で編成されたチーム　
費1チーム1万8000円　申 問電話で、
12月11日までに区サッカー連盟・大槻
☎090-9833-5041（午前9時〜午後
10時）

時4年2月11日㈷午前9時　場上井草ス
ポーツセンター（上井草3-34-1）　内
個人戦　対区内在住・在勤（区剣道
連盟登録者に限る）の方　費1200円
をゆうちょ銀行 ｢00100-9-172667
杉並区剣道連盟｣ へ振り込み　申申
込書（区体育館で配布）を、4年1月
10日（必着）までに区剣道連盟事務
局（〒168-0073下高井戸1-3-14ハイ
ムMYM201 FAX6304-7423）へ郵送・
ファクス　問同事務局・岡田☎080-
5094-5415

都民体育大会選手選考会兼杉並
リーグ　サッカー

都民体育大会春季大会杉並区選手
選考会　剣道

　シニアの方を対象にした、無理なく働ける、簡単な就業に結びつくセミナーです。この機会に自分の可
能性を見つけてみませんか。

就業体験セミナー
～清掃・警備・接客・介護等

時 場 内下表のとおり　対区内在住のおおむね55歳以上で就業を希望する方　定20名（抽選）　申はがき・ファクス・E
メール（12面記入例）にオープニングイベントのみ希望の場合はその旨も書いて、12月15日（必着）までにゆうゆう高円
寺南館（〒166-0003高円寺南4-44-11FAX5378-8179 takebouki_suginami@tempo.ocn.ne.jp）　問同館☎5378-8179
他就業体験後、個別相談も行います。

4つのステップとスケジュール
ステップ 日　程 内容・時間・開催場所等

1
はじめに

12月17日㈮

オープニングイベント（午前10時〜11時）　内講演
「高齢者における就業の効果と意義」　師東京都健康
長寿医療センター研究所・鈴木宏幸（右写真）
オリエンテーション（11時〜午後0時30分）　内事
業の説明と簡単な体力測定（握力測定、片足立ち測
定）

2
ウォームアップ

4年1月8日㈯ 働くためのコミュニケーション力をつけよう　基礎編（午後1時30分〜3時
30分）　師キャリアコンサルタント・法林孝子

3
体験しましょう

1月10日㈷〜31日㈪
のいずれか

就業体験＋個人相談　内コース・実施回数 清掃・警備・接客（いずれも
2回程度）、介護（5回程度）▶個人相談 希望に沿って適宜実施　場介護
コースのみ浴風会（高井戸西1-12-1）で実施予定

4
フォローアップ

2月5日㈯
個人情報勉強会（午前10時30分〜正午）　師浴風会理事・遠藤雅晴
働くためのコミュニケーション力をつけよう　応用編（午後1時30分〜3時
30分）　師キャリアコンサルタント・法林孝子

※いずれも場の指定がなければ、ゆうゆう高円寺南館で実施予定。

求む！元気シニアの方

女性がキャリアと育児を
両立できる家庭づくり

男女平等推進センター啓発講座

　女性がキャリアに対して長期的視点を持ち、安心して子育てを
楽しめる心理状態と、パートナー間のコミュニケーションの向上
について考えます。

時4年1月8日㈯午後1時〜3時　場産業商工会館
（阿佐谷南3-2-19）　師NPO法人マザーズコーチ
ングスクールトレーナー・白崎あゆみ（右写真）　
対区内在住・在勤のワーキングマザー、産休・育
休中の方、夫婦ほか　定 30名（申込順）　申電
話・ファクス（12面記入例）で、区民生活部管理
課男女共同・犯罪被害者支援係☎5307-0347 FAX

5307-0681。または東京共同電子申請・届
と ど け で

出サー
ビス（右2次元コード）から申し込み　問同係　
他生後7カ月〜就学前の託児あり（定員あり〈申
込順〉。12月27日までに同係）▶企画運営 NPO
法人リトルワンズ
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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

スポーツ②

◆リズムダンス交流会〜元気アップダ
ンスで若返ろう＆ポールウオーク
時4年1月15日㈯午前10時〜午後0時30
分　場永福体育館（永福1-7-6）　師宮
田美和子、日本ポールウオーキング協
会公認コーチ　対区内在住・在勤・在
学の方　定40名（申込順）　費200円

（保険料含む）　申①はがきまたは②
ファクス（12面記入例）にポールの有
無も書いて、12月22日（必着）までに
①山崎紀子（〒167-0042西荻北5-13-
2）②飯島典子 FAX6319-1339　問東京都
女子体育連盟杉並・飯島☎6319-1339　
他上履き持参。車での来館不可
◆スキー
時 場開会式 4年1月15日㈯午後7時

（菅平国際ホテルベルニナ）▶大会 16
日㈰午前8時45分（菅平高原表ダボス
ゲレンデ）／いずれも長野県　内種目

回転・大回転（男女、年齢別）　対
区内在住・在勤・在学の方　費2000
円（17歳以下無料）　申区スキー連
盟 HPhttp://sas.sugikko.jp/から申し
込み。または、申込書（区体育施設
で配布）を、4年1月7日までに区ス
キー連盟・新田恭子 FAX3312-8552
suginami2022@sugikko.jpへファク
ス・Eメール　問新田☎3312-8552　
他回転競技の上位入賞者は都民体育大
会の選手候補の参考とします
◆パドルテニス
時 4年1月30日㈰ 午前9時〜午後7
時　場上井草スポーツセンター（上
井草3-34-1）　内種目 男女混合団体
戦　対区内在住・在勤・在学の方　定
70名（申込順）　申往復はがき（12面
記入例）で、12月10日（必着）までに
区パドルテニス協会・柳沢実（〒167-
0033清水3-26-6）　問柳沢☎3390-
7181（午前10時〜午後6時）　他申し
込みは個人。組み合わせは事前に決
定。ラケット貸し出し有り。障害者の
参加は要同伴者
スポーツ教室
杉並区民スケート教室
時12月19日㈰、4年1月16日㈰、2月
6日㈰午前7時45分〜9時45分　場明
治神宮外苑アイススケート場（新宿区
霞ケ丘町11-1）　対区内在住・在勤・
在学で小学生以上の方　費各1000円。

区民体育祭

中学生以下各500円（別途貸し靴料）　
問柴田☎3391-8593（土・日曜日午後
6時〜9時）　他長ズボンで、手袋・帽
子着用

時 4年1月8日〜29日の毎週土曜日①
午前9時〜10時20分②9時〜10時50
分（各計4回。予備日＝2月5日㈯・12
日㈯）　場松ノ木運動場　師区テニス
連盟　対区内在住・在勤・在学で15歳
以上の方（中学生を除く）　定各12名

（抽選）　費各5000円　申往復はがき
（12面記入例）で、12月13日（必着）
までに松ノ木運動場（〒166-0014松ノ
木1-3-22）　問同運動場☎3311-7410

時4年1月15日〜3月26日の土曜日①午
後2時30分〜3時30分②3時45分〜4
時45分（第2土曜日を除く。各計9回）　
場大宮前体育館（南荻窪2-1-1）　師ク
ラブ123荻窪派遣講師　対①幼稚園年
少〜年長②小学1〜3年生　定各23名

（申込順）　費各1万1880円　申問電話
で、大宮前体育館☎3334-4618

時4年1月16日㈰午前10時30分〜11時
45分（雨天中止）　場スポーツハイツ

（堀ノ内2-6-21）　師全日本ノルディッ
ク・ウオーク連盟講師　大方孝　対
3㎞程度歩ける方　定20名（申込順）　
費1100円（保険料含む。別途ポール
レンタル料550円）　申 問電話で、4年
1月14日までにスポーツハイツ☎3316-
9981　他ウエストバッグまたはリュッ
クサック持参。長寿応援対象事業

時4年2月27日㈰午前10時40分〜午後
0時30分　場蚕糸の森公園運動場（和
田3-55-49）　内1チーム4名による駅
伝競走。合計7周（2530m）。ゴール
予想タイム（20分以内）をエントリー
時に申告し、当日は予想したタイムに
合った走りをする　対区内在住・在
勤・在学の方を1名以上含む4名1チー

短期集中
①初心者②中級者テニス教室

キッズチアダンス①幼稚園②小学生

ノルディック・ウオーク（有酸素運
動）でフレイル予防

すぎなみ名物ファミリー駅伝
「参加チーム・当日スタッフ」募集

ム　定40チーム程度（抽選）　申申込
書（区体育施設、地域区民センター、
図書館などで配布）を、4年1月11日

（必着）までに杉並区スポーツ振興財
団（〒166-0004阿佐谷南1-14-2みな
み阿佐ケ谷ビル8階 FAX5305-6162）へ
郵送・ファクス・持参。または同財団
HPhttps://sports-suginami.org/から
申し込み　問同財団☎5305-6161　他
当日スタッフ募集の詳細は、要問い合
わせ
�荻窪体育館
◆土曜の朝活！①②心身バランシング
yoga③④おなか引き締めパワーヨガ
時12月18日㈯、4年1月15日㈯・29日
㈯①②午前10時〜11時③④11時15分
〜午後0時15分　師Yumi　対区内在
住・在勤・在学で①③15歳以上の方

（中学生を除く）②妊娠4カ月〜出産直
前の方④出産後2年未満の方　定各5
名（申込順）　費各500円（②④子育
て応援券利用可）　申各実施日①③7
日前②④14日前の午後4時から電話で、
同体育館
◆初めての太極拳
時 12月26日㈰午前9時〜10時30分　
師区太極拳連盟　対区内在住・在勤・
在学で15歳以上の方（中学生を除く）　
定16名（申込順）　費600円　申12月
16日午前10時から電話で、同体育館
◆楽らく健康タイムエアロビクス
時4年1月12日〜3月9日の水曜日、午前
11時〜正午・正午〜午後1時（第3水曜
日を除く）　師山田裕子　対区内在住・
在勤・在学で15歳以上の初心者（中学
生を除く）　定各50名（先着順）　費各
350円　他上履き・靴袋持参

いずれも 
場 問荻窪体育館（荻窪3-47-2☎3220-
3381）
�永福体育館
◆ZUMBA
時 12月24日㈮午前9時30分〜10時
30分　師岡田直子　対 15歳以上の
方（中学生を除く）　定40名（申込順）　
費730円　他上履き・靴袋持参
◆①②逆上がり③ハンドスプリング速
成教室
時12月25日㈯〜27日㈪①午後1時15分
〜2時15分②2時30分〜3時30分③3時
45分〜4時45分（各計3回）　師木梨貴
矢　対区内在住・在勤（保護者）・在
学・在園の①4〜6歳の未就学児②小学

1〜3年生③1人で壁倒立ができる小学
生　定各10名（申込順）　費各1500円　
他靴袋持参
◆年末企画①ボールで遊ぼう！②ボー
ル投げ方教室③かけっこ教室
時12月27日㈪①午前9時30分〜10時
15分②10時30分〜11時30分③11時45
分〜午後0時45分　対①4〜6歳の未就
学児②③小学生　師①江戸佐千子②
木梨貴矢③大朝尚子　定各20名（申
込順）　費各500円　他上履き・靴袋
持参

いずれも 
場 問永福体育館（永福1-7-6☎3328-
3146）　申12月11日までに、同体育館
HPhttps://www.eifuku-sports.com/
から申し込み
�ヴィムスポーツアベニュウ
◆丈夫な足腰をつくろう教室
時4年1月5日〜26日の毎週水曜日、午
前10時〜11時15分（計4回）　対65歳
以上で医師から運動制限を受けていな
い方　費6000円
◆運動不足改善　カラダ若がえろう教室
時 4年1月8日〜2
月26日の毎週土曜
日、午前10時30分
〜11時15分（計8
回）　対20〜64歳
の方　費1万円

いずれも 
場 問ヴィムスポーツアベニュウ（宮前
2-10-4☎3335-6644〈午前11時〜午
後5時〉）　定14名（申込順）　申電話
で、12月20日までに同施設
�高円寺体育館
◆エンジョイ卓球　初心・初級者コース
時 4年1月10日〜2月28日の毎週月曜
日、午後3時〜5時（計8回）　師国広哲
弥ほか　定36名（抽選）
◆背骨コンディショニング
時 4年1月10日〜2月28日の毎週月曜
日、午後7時〜8時30分（計8回）　師
小林伸江　定13名（抽選）

いずれも 
場 問高円寺体育館（〒166-0003高円
寺南2-36-31☎3312-0313）　対区内在
住・在勤・在学で15歳以上の方（中学
生を除く）　費6400円　申往復はがき

（12面記入例）で、12月15日（必着）
までに同体育館　他車・バイクでの来
館不可

3年度　杉の樹大学
後期受講生募集

もっと広がる、もっとつながる、杉並ではじめる「学び」の暮らし

　杉の樹大学は、年間3期（前期・中期・後期）に分けて実施していま
す。後期は「健やかなくらし」をテーマに、講座を展開します。

時内右表のとおり　場高齢者活動支援センター（高井戸東3-7-5）　対区内
在住で60歳以上の方　定35名（抽選）　申往復はがき・ファクス（12面記
入例）で、12月15日（必着）までに杉の樹大学運営事務局

（〒150-0036渋谷区南平台町4-8-508 FAX5784-0533）。または
専用申し込みフォーム（右2次元コード）から申し込み　問同
事務局☎6427-1085　他抽選結果は、12月17日以降に通知

3年度杉の樹大学後期講座内容一覧（計8回）
日　程 内　容

4年1月11日 まちづくりとひとむすび！傾聴から見える社会貢献

1月18日 まずは歩くことからはじめよう〜ランナーへの道

1月25日 スポーツで地域とつながる

2月8日 認知症との付き合い方

2月15日 栄養摂取のポイントとユニバーサルデザインフード

2月22日 ラジオ体操で自然治癒力を高めよう！

3月8日 終活のためのおかたづけ

3月15日 地域活動、最初の一歩を踏み出すには？

※いずれも火曜日、午前10時〜正午。
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区の後援・その他の催し・講座など

申し込みは、各団体へ

情報ぽけっと

�催し
荻窪イルミネーション　4年2月28日㈪
まで／荻窪駅北口駅前広場／問荻窪銀
座商店会☎3398-3398
女子美術大学退職教員記念展　小林信
恵　12月3日㈮〜22日㈬午前10時〜午後
5時（日曜日、祝日を除く）／女子美術
大学（和田1丁目）／問女子美ガレリア
ニケ☎5340-4688
歳末 朝採り野菜と草花の即売会　杉並
中野生産部会　12月10日㈮午前10時〜
午後2時（売り切れ次第終了）／区役所
中杉通り側入り口前／問 JA東京中央杉並
事業所☎5349-8792／マイバッグ持参
愛杉会作品展　12月13日㈪〜17日㈮午
前9時〜午後5時（13日は午後1時から。
17日は3時まで）／区役所2階区民ギャラ
リー／会員の絵画・墨書・写真等の展示
／問同会・古川☎042-324-6630
胡蝶をどりらいぶクリスマス　12月14
日㈫午後2時〜5時／勤労福祉会館／新
舞踊、トークショー▶出演者 宗山流胡
蝶ほか／指定席4500円。自由席3000
円／申 問電話で、12月13日までに清
流会杉並会・杉田☎090-8024-2698
／区民5組10名を招待（抽選） はが
き（12面記入例）で、12月7日（消印有
効）までに杉田浩子（〒167-0053西荻

南2-27-2）
座の市　12月18日㈯午前11時〜午後5時

（売り切れ次第終了）／座・高円寺／杉
並でとれた野菜や区の交流自治体の物産
品、地方の逸品などを販売／問座・高円
寺☎3223-7500
人形劇「王さまの耳はロバの耳」　12
月19日㈰午後2時〜2時55分／浜田山
会館／出演 人形劇場だぶだぶ／90
名（申込順）／2000円。15歳以下
1000円（2歳以下膝上無料。子育て
応援券利用可）／申Eメール（12面記
入例）に子育て応援券利用の有無も書
いて、12月18日までに杉並親子劇場
suginamioyakogekijou@jcom.

home.ne.jp／問同劇場・渡辺☎3331-
4381
�講演・講座
わくわく！どきどき！リアルで「絵本サ
ロン」　12月8日㈬午後2時30分〜3時10
分／ウェルファーム杉並／えほん教育協
会会長・浜島代志子ほか／40名（先着
順）／問こどもの成長を護

まも

る杉並ネット
ワーク・井原☎070-6611-2925
稲わらでお正月飾りやクリスマス・リー
スを作ろう！　12月12日㈰午前10時〜正
午／郷土博物館／区内在住の小学生とそ
の保護者／5組10名（抽選）／1組500円

（別途観覧料100円〈小学生無料〉）／申
問電話・ファクス（12面記入例）にお子
さんの氏名・年齢も書いて、12月8日ま
でにNPO法人すぎなみムーサ・石田☎
FAX3310-3243

税理士によるそこが知りたかったシリー
ズ「会社と社長のための優遇税制」　12
月14日㈫午前9時30分〜11時30分／産
業商工会館／税理士・斎藤英一／区内在
住・在勤の方／15名（申込順）／2000
円／申 問電話で、12月8日までに杉並法
人会☎3312-0912
●杉並障害者自立生活支援センターす
だち
◆障害者のためのアート教室　12月18
日㈯、4年1月15日㈯・29日㈯、2月5日
㈯・19日㈯、3月5日㈯・19日㈯午前9時
30分〜11時30分／すだちの里すぎなみ

（今川2丁目）／区内在住で障害のある方
とその介助者／各5名（申込順）／初回
の方は見学のみ
◆障害者のための①リトミック②ユニ
カール教室　12月26日㈰、4年1月23日
㈰、2月27日㈰、3月27日㈰①午前10時
〜11時30分②午後1時30分〜3時／すだ
ちの里すぎなみ（今川2丁目）／区内在
住で障害のある方とその介助者／各6名

（申込順）／初回の方は見学のみ
いずれも

申問電話で、開催日前日までに杉並障害
者自立生活支援センターすだち☎5310-
3362
�その他
税金なんでも相談会　12月9日㈭午後5時
〜8時／東京税理士会荻窪支部（荻窪5丁
目）／申問電話で、同支部☎3391-0411

（月〜金曜日午前9時30分〜午後5時〈正
午〜午後1時を除く〉）／1人45分程度

シルバー人材センターリサイクル自転
車の販売　12月20日㈪〜22日㈬午前11
時〜午後4時／リサイクル自転車作業所

（永福2丁目）／販売価格 7000円〜／
申 20日のみ往復はがき（12面記入例）
で、12月9日（消印有効）までに同セン
ター（〒166-0004阿佐谷南1-14-2みな
み阿佐ケ谷ビル6階）／問リサイクル自
転車作業所☎3327-2287（土・日曜日、
祝日を除く）
あなたの力を地域でいかしてみません
か？「ささえあいサービス」　日常生活
を行うことが困難な高齢者や障害のある
方のための掃除や食事作りほか▶謝礼
1時間800円（家事）。1000円（介護）／
18歳以上の方／申 問電話で、区社会福
祉協議会ささえあい係☎5347-3131／登
録説明会を実施（12月14日㈫午前9時30
分〜正午、4年1月20日㈭午後1時30分〜
4時▶会場 ウェルファーム杉並〈電話
で、各説明会の3営業日前までに同係〉）
●東京税理士会杉並支部
◆税金なんでも相談会　12月14日㈫午
前10時〜正午・午後1時〜4時／同支部

（阿佐谷南3丁目）／申電話で、12月13
日までに同支部／1人40分程度
◆税理士による相続税無料相談会　12
月18日㈯午前9時30分〜午後1時／同支
部（阿佐谷南3丁目）／申電話で、12月
17日までに同支部／1人40分程度

いずれも
問東京税理士会杉並支部☎3391-1028

あなたのための
妊活オンラインセミナー

冬のなよろ写真展

身近な地域の見守りと
支えあい実践報告会

時配信日時 12月19日㈰午後1時〜2時　場オンラインで実施　師不妊
症看護認定看護師・西岡有可、公認心理師・戸田さやか　対区内在住・
在勤・在学の方　定30組（申込順）　申Eメール（12面記入例）に質問
があればその内容も書いて、12月12日までに杉並保健所健康推進課
kouza-tantou@city.suginami.lg.jp　問同課☎3391-1355

時12月20日㈪〜24日㈮午
前8時30分〜午後5時（24
日は午前11時まで）　場区
役所1階ロビー　問文化・
交流課　他カレンダーの
無料配布あり（数量限定）

▲西岡有可 ▲戸田さやか

1時間ですっきり楽しく

交流自治体　北海道名寄市

たすけあいネットワーク全体連絡会・生活支援体制
整備合同イベント

　歴史的価値のある建造物を後世に残すための国登録有形文化財。杉並区内に
も20以上の国登録有形文化財があります。今回は、女性への高等教育黎

れ い め い

明期に
誕生した東京女子大学から、昭和の初め1930年代に建てられた本館、そして講
堂・チャペルを、2人の学生が案内します。

12月1日からの広報番組「すぎなみスタイル」のテーマは

杉並の国登録有形文化財を訪ねて⑥
～東京女子大学本館　講堂・チャペル

問広報課

・ 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）

視聴方法

時配信日 12月21日㈫から　場オンラインで実施　内事例発表「地
域活動における見守りの今とこれから」、注意喚起「特殊詐欺・消費
者被害について」　申東京共同電子申請・届

と ど け で

出サービス（下2次元コー
ド）から申し込み。またはEメールに氏名（フリガナ）、住所、所属

（あんしん協力員、あんしん協力機関、民生委員、医療・福祉関係者、
一般）を書いて、12月14日までにたすけあいネットワーク tasukeai-
net@city.suginami.lg.jp　問高齢者在宅支援課高齢者見守り連携係　
他ネット環境がない方に、12月21日㈫午後2時から井
草地域区民センター（下井草5-7-22）、産業商工会館

（阿佐谷南3-2-19）、高齢者活動支援センター（高井
戸東3-7-5）の会場を用意（事前申込制。電話で、高
齢者在宅支援課）
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お知らせ 「広報すぎなみ」の入手が困難な方には配送します。申し込みは広報課へ。

世帯と人口
 (住民基本台帳) 
11月1日現在( )は前月比

世
帯
数

日本人のみの世帯 合　計
外国人のみの世帯
日本人と外国人の世帯

人 

口(

人)

合　計
日本人
外国人

男 女 小　計 311,950(300減)
 9,846(  91減)
 2,611(  13増)

570,646
(510減)

266,087(232減)
7,640(   44減)

555,277(432減)
 15,369(  78減)

289,190(200減)
7,729(  34減)

324,407
(378減)

　近い将来、発生が予想される首都直下地震などの災害に備え、円滑な避難や通行を確保し、区民の生命と財産を守るため、狭あい道路拡幅整備
事業を進めています。区では平成28年11月に拡幅の必要性が高い路線を重点整備路線に指定し、29年1月からは、後退用地に「支障物件」を設置
することを禁止しました。
　狭あい道路に面した敷地に建築物を新築・増改築する場合は、事前に手続きが必要です。また、後退に伴う工事の際に門や塀等を除却する費用
等の助成金制度がありますので、ご相談ください。

 ̶̶問い合わせは、狭あい道路整備課へ｡

　道路の幅が4m未満の狭い道路を「狭あい道路」といいま
す。建築基準法では、建築物を建てる際に幅が4m以上の道路
に接していることが義務付けられています。同法第42条第2項
で指定された道路（2項道路）は、建て替え時に道路中心から
2m後退（セットバック）することで、建築物を建てることが
できます。この後退した部分を「後退用地」といいます。

　避難、通行の支障となるもの
で、容易に移動できない物が対象
です。支障物件は緊急用車両等の
通行を妨げてしまうため、後退用
地に置くことはできません。

狭あい道路

後退用地

４m

2m

道路中心

プランター花壇 自動販売機 など

平成元年度～令和2年度末までの
拡幅整備総延長は 23万8476mです。

拡げて つないで安全･安心のまちへ

2年度狭あい道路拡幅整備事業の実績

before

after

道路空間４m

道路空間４m

支障物件とは？

狭あい道路ってなに？

もしもの災害に
備えるために…

●過去10年間の拡幅整備総延長と拡幅整備率 (※) の推移
(平成23年度～令和2年度）

※拡幅整備総延長が狭あい道路の全延長に占める割合。拡幅整備総延長÷（建築基準
法第42条第2項道路総延長距離〈332㎞〉×2〈両側〉）。

拡幅整備総延長 拡幅整備率

（%）
40
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（年度）

区では条例に基づき、年1回事業の実施状況を公表しています。詳細は、区ホームページ（右2次元コード）でもご覧いただけます｡

　　35.9%
拡幅整備完了(2年度末現在）

区内狭あい
道路のうち

　令和4年前半から3回目接種が本格化すると、予約が混み合うことが予想されます。1・2回目が未接種で接種を希望する方は、
できるだけ3年中に予約を行ってください。現在は全体的に予約が空いていて、コールセンターもつながりやすくなっています。
　詳細は、区ホームページ（右2次元コード）をご覧ください。

●対象に該当するにもかかわらず接種券が届かない場合は、接種券発行申請が必要です。
申請書（区ホームページ〈右上2次元コード〉から取り出せます）を、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（〒167-0051荻窪5-20-1）へ郵送してください。

●接種券に記載されている接種記録に誤りがある場合は、杉並区新型コロナワクチン接種
コールセンターへご連絡ください。

接種実施日

予約可能時間

月～日曜日（祝日も実施）

午前11時40分～午後7時20分（午後1時40分～3時・5時20分～6時を除く）

●タウンセブンホールでは午後7時20分まで接種可能になりました
タウンセブンホール（上荻1-9-1荻窪タウンセブ
ンビル8階）の接種時間を変更しました。仕事や
学校帰りなどにぜひご利用ください。

　区では、3回目接種の対象者を「2回目接種完了から原則8カ月以上経過した方」としています。12月は、次の対象者へ接種券を発送します。

̶̶問い合わせは、杉並区新型コロナワクチン接種コールセンター☎0570-666-542へ｡

対象者 発送予定日

12月22日㈬
5月1日～31日に

2回目接種を受けた方
(4年1月以降接種対象)
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