
こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！

（2）第 2313号 …イベント …講座 令和2年（2020年）3月15日発行イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

令和令和令和令和令和令和22年度に年度に年度に年度に年度に
取り組む主な事業取り組む主な事業取り組む主な事業取り組む主な事業取り組む主な事業取り組む主な事業取り組む主な事業取り組む主な事業取り組む主な事業取り組む主な事業

　「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち」の実現に向けて取り組む主な事業のう　「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち」の実現に向けて取り組む主な事業のう
ち、その一部を新宿区総合計画で示す5つの基本政策に沿ってご紹介します（ち、その一部を新宿区総合計画で示す5つの基本政策に沿ってご紹介します（1面から続く）。から続く）。
【問合せ】企画政策課企画政策課（本庁舎3階）☎（5273）3502・（本庁舎3階）☎（5273）3502・㋫（5272）5500へ。（5272）5500へ。

▶気軽に健康づくりに取り組める環境整備（健康ポイント事業の拡大、ウォーキ
ングの推進）

▶高齢期の健康づくり（「しんじゅく100トレ」の実施グループ数の拡大等）
▶生活習慣病の予防（生活習慣病治療中断者への受診勧奨等）
▶高齢者総合相談センターの体制強化（柏木地域に高齢者総合相談センターを
新設）

▶障害者の暮らしの支援（心身障害者福祉手当の対象
の拡大、「（仮称）新宿区手話言語及び障害者の多様な
意思疎通の促進に関する条例」の制定に向けた取り組み）
▶保育所待機児童の解消
▶学童クラブの新規開設及び定員拡大
▶「新宿区子ども未来基金」を活用した子育て活動への
支援の充実
▶支援を必要とする児童・生徒への教育の推進（特別支
援教育推進員の増員等）

▶幼稚園の特色ある教育の推進
▶学校施設の改善（体育館等の空調設備整備、ブロック
塀改修工事）

▶ICTを活用した教育の充実（タブレットパソコンの
増設、ICT支援員の増員等）

▶東京2020大会を契機とした教育の推進（英語キャンプ、日本の伝統文化体験
教室、障害者スポーツ体験事業等の実施）

▶町会・自治会活性化への支援（コンサルティングの実施、パンフレットの配布等）
▶高齢者等への住まいの安定確保（居住支援協議会を通じた情報共有や連携の
強化、家賃等債務保証料助成の拡大等）

新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
▶災害に強いまちづくりの推進（耐震改修工事費助成の拡充、ブロック塀の安全
化対策、木造住宅密集地域の防災性強化、市街地再開発事業の推進、道路の無
電柱化整備等）
▶自助・共助による地域防災力の向上（マンションの自主防災組織への資機材助
成、「要配慮者災害用セルフプラン」の普及啓発・作成支援、配慮を要する方の
視点を取り入れた避難所運営体制の充実等）
▶暮らしやすい安全で安心なまちの実現（町会・商店会の防犯カメラの設置及び
維持管理経費の助成、違法民泊に対する指導・是正等）
▶良好な生活環境づくり（公衆喫煙所の設置助成、路上喫煙禁止パトロール体制
の拡充）

賑わい都市・新宿の創造
▶新宿駅周辺地区の整備推進（「新宿の拠点再整備方針」にもとづくまちづくり
の推進、新宿駅東西自由通路の開通、新宿駅東口広場の整備、「新宿駅東口地区
まちづくりビジョン」にもとづく建物の更新や歩行者空間の創出等）

▶地域特性を活かしたまちづくりの推進（高田馬場や大久保・百人町の沿道地
域、飯田橋駅東口周辺地区・神楽坂地区等のまちづくり）
▶「新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例」にもとづくまちづくりの推進
▶バリアフリーの整備促進（「新宿区移動等円滑化促進方針」の策定に向けた取り組み）
▶安全で快適な道路環境の整備（小滝橋通り・早大正門前交差点及び周辺区道の
整備、百人町地区への防護柵ベンチ設置等）
▶自転車通行空間の整備（補助第72号線など5路線）
▶放置自転車対策の強化（撤去区域の拡大と実施日数の増）
▶鉄道駅の安全性向上（ホームドアやエレベーターの
設置促進）

▶新宿中央公園の魅力向上（カフェ・レストラン等を併
設した交流拠点施設と芝生広場のオープン等）

▶地球温暖化対策の推進（省エネルギー機器設置助
成、「新宿の森」カーボン・オフセット事業の実施等）

▶��リサイクルの推進とごみの減量（資源回収、食品ロ
ス削減に向けた意識の啓発）

▶魅力ある商店街の活性化に向けた支援（イベントの
実施や街路灯のLED化への支援等）

▶「新宿フィールドミュージアム」等の開催による新宿の魅力の創造・発信
▶漱石山房記念館の魅力の向上（新宿にゆかりのある文化人の企画展等）
▶スポーツ環境の整備（パラリンピック競技種目の体験教室等の開催、「新宿区
スポーツ施設整備基金」を活用したスポーツ施設の整備）
▶平和啓発事業の推進（被爆者の体験講話の実施、平和都市宣言35周年を記念
した「平和のつどい」開催）

▶ICTによる事務の自動処理化の検討
▶公民連携の推進（専任窓口の設置、民間提案制度の導入に向けた検討）

▶「クレジット納付」等の導入（特別区民税・都民税、軽自動車税、国民健康保険料）
▶オープンデータを活用した地域課題への取り組み

健全な区財政の確立

▶ボランティア（新宿2020サポーター）への参加促進と活躍の場の創出
▶聖火リレーイベント、コミュニティライブサイト等の実施

東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けた取り組み開催に向けた取り組み開催に向けた取り組み開催に向けた取り組み開催に向けた取り組み開催に向けた取り組み開催に向けた取り組み開催に向けた取り組み開催に向けた取り組み開催に向けた取り組み開催に向けた取り組み

基本政策Ⅱ
基本政策Ⅳ

好感度1番の区役所基本政策Ⅴ

基本政策Ⅲ暮らしやすさ1番の新宿基本政策Ⅰ

パラリンピック競技種目
シッティングバレーボール教室

子
ど
も
・
教
育

相談名 実施日時 相談場所 問合せ

子どもと家庭の
総合相談

月～土曜日…8:30～19:00
日曜日・祝日（電話相談のみ）…8:30～17:00

子ども総合センター
（新宿7-3-29）☎（3232）0675

月～金曜日（祝日等除く）…8:30～17:00
土曜日（来所相談のみ）…9:30～18:00

信濃町☎（3357）6855・榎町☎（3269）7345・
中落合☎（3952）7752・北新宿☎（3362）4152
の子ども家庭支援センターへ。

発達相談 子ども総合センター発達支援係（あいあい）（新宿7-3-29）☎（3232）0679へ。
子ども家庭相談 地域子育て支援センター二葉・原町みゆき、ゆったりーの、各児童館へ。
家庭相談 月～金曜日（祝日等除く）13:00～17:00 子ども家庭課育成支援係

（本庁舎2階）☎（5273）4558ひとり親相談 月～金曜日（祝日等除く）8:30～17:00

子育て電話相談 保育園…火～金曜日13:00～15:00、子ども園…月～土曜日
（土曜日は一部の園で実施）9:00～17:00、いずれも祝日等除く

公立の
保育園、子ども園

教育相談
月～金曜日（祝日等除く）

電話…9:00～17:00
来所…9:00～18:00（電話予約）

教育センター（大久保3-1-2）
☎（3232）3071

電話相談は☎（3232）2711

いじめの相談 月～金曜日…17:00～22:00、土・日曜日、祝
日等…12:00～22:00（電話相談のみ）

新宿子どもほっとライン☎（5331）
0099（4月からは☎（3232）2070へ）

住
宅
・
建
築

住み替え相談
不動産取引相談

2㈭・3㈮・9㈭・10㈮・16㈭・17㈮・23㈭・
24㈮13:00～16:00（電話予約） 本庁舎7階 住宅課居住支援係

☎（5273）3567
マンション管理相談 10㈮・24㈮13:00～15:50（電話予約） 第1分庁舎2階

区民相談室
住宅課居住支援係
☎（5273）3567住宅資金融資相談 3㈮・17㈮13:00～15:15（電話予約）

安全安心・建築
なんでも相談

8日㈬
13:30～16:00

牛込簞笥地域センター
（簞笥町15）

建築指導課
☎（5273）3732

建築紛争相談 月～金曜日（祝日等除く）
8:30～17:00 本庁舎8階 建築調整課

☎（5273）3544

4月の各種相談 ※中止・変更となる場合があります。
事前に各主催者へご確認ください。

く
ら
し
・
法
律

相談名 実施日時 相談場所 問合せ
区民相談 月～金曜日（祝日等除く）

8:30～17:00
本庁舎1階

区民相談コーナー
区政情報センター
☎（5273）4585

法律相談
交通事故相談

水・木曜日（祝日等除く）
13:00～15:30( 電話予約 )

第1分庁舎2階
区民相談室 区政情報課広聴係

☎（5273）4065行政相談 3㈮・17㈮13:00～16:00 本庁舎1階ロビー
人権・身の上相談 3㈮・17㈮13:00～16:00 第1分庁舎2階

区民相談室
総務課総務係
☎（5273）3505公益通報相談 23㈭14:00～16:00

悩みごと相談室

月曜日（祝日等除く）
10:00～16:00

第1分庁舎2階区民相談室
電話相談は☎（5273）3646

男女共同参画課・
面接相談
（電話予約）
☎（3341）0801
電話相談受け付
けは15:30まで

月～土曜日
（祝日等除く）
10:00～16:00

男女共同参画推進センター（ウィズ新宿・
荒木町16）電話相談は☎（3353）2000
※男性相談員による電話相談（土曜日
13:00～16:00）は☎（3341）0905

女性相談 月～金曜日（祝日等除く）
8:30～17:00

生活福祉課相談支援係（第2分庁舎1階）
☎（5273）3884

消費生活相談 月～金曜日（祝日等除く）電話…
9:00～17:00、来所…9:00～16:30 新宿消費生活センター(第2分庁舎3階）

☎（5273）3830多重債務特別相談 28㈫13:00～16:00（電話予約）
仕事と家計に
関する相談

月～金曜日（祝日等除く）
8:30～17:00 第2分庁舎1階 生活支援相談窓口

☎（5273）3853
若年者の就労に
関する相談

月～金曜日（祝日等除く）
8:30～17:00

新宿区勤労者・仕事支援センター（新宿7-
3-29、新宿ここ・から広場内）☎（3200）3311

商工相談 月～金曜日（祝日等除く）
9:00～16:00( 電話予約 )

BIZ 新宿4階
（西新宿6-8-2）

産業振興課産業振興係
☎（3344）0702

図書館でのビジネス
情報支援相談会

18㈯13:00～17:00（申込書で予約）中央図書館（大久保3-1-1）☎（3364）1421
22㈬16:00～20:00（申込書で予約）角筈図書館（西新宿4-33-7）☎（5371）0010

税務相談 7㈫・21㈫
13:30～16:00( 電話予約 )

第1分庁舎2階
区民相談室

税務課税務係
☎（5273）4135

外国人相談

英語☎（5272）5060・中国語☎（5272）5070・韓国語☎（5272）5080
【実施日時】月～金曜日（祝日等除く）9:30～12:00・13:00～17:00
【相談場所】本庁舎1階区民相談コーナー
英語・中国語・韓国語・タイ語・ミャンマー
語・ネパール語（日時は要問い合わせ）

しんじゅく多文化共生プラザ
（歌舞伎町2-44-1）☎（5291）5171

福

祉

福祉サービスに
関する法律相談 20㈪14:00～16:00( 電話予約 ) 第1分庁舎2階

区民相談室
地域福祉課福祉計画係
☎（5273）3623

成年後見
権利擁護相談

月・水・金曜日（祝日等除く）
13:00～16:00( 電話予約 )

新宿区成年後見センター (高田馬場1-17-
20、区社会福祉協議会内）☎（5273）4522

障害者相談窓口
★はピアカウンセリ
ングも実施

障害者福祉課☎（5273）4518・㋫（3209）3441、保健予防課☎（5273）3862、保健
センター、★区立障害者福祉センター☎・㋫（5292）7890、区立障害者生活支
援センター☎（5937）6824、シャロームみなみ風☎（5579）8412、まど☎（3200）
9376、★ラバンス☎（3364）1603、ファロ☎（3350）4437、風☎（3952）6014へ。

年金・労務等
無 料 相 談 10㈮13:00～16:00

区役所本庁舎
1階ロビー

主催・東京都社会保険労務士会
新宿支部☎（6302）1353

税理士による
無料税務相談

①6㈪四谷、13㈪牛込簞笥、20㈪榎町、27㈪若松、②1㈬・15㈬戸塚、24
㈮落合第一（要電話予約）の各地域センター。時間は13:00～16:00

主催①東京税理士会四谷支部☎（3357）
4858・②新宿支部☎（3369）3235

マンション問題
無料なんでも相談

1㈬・15㈬
13:00～16:00

区役所本庁舎
1階ロビー

主催・東京都マンション管理士会新宿支部
☎090（1033）9386

無料不動産相談所
（不動産取引相談） 8㈬13:00～16:00 区役所本庁舎

1階ロビー
主催・東京都宅地建物取引業協会新宿区支部

☎（3361）7171
リ フ ォ ー ム
無 料 相 談 22㈬13:00～16:00 区役所本庁舎

1階ロビー
主催・新宿区住宅リフォーム協議会

☎（3362）2161
不 動 産 登 記
無 料 相 談 14㈫13:00～16:00 区役所第1分庁舎

2階区民相談室
主催・東京司法書士会新宿支部☎（5464）5887
東京土地家屋調査士会新宿支部☎（3364）6510

行 政 手 続・法 務 等
行政書士による無料相談

7㈫・21㈫12:00～16:00…区役所本庁舎1階ロビー。
特別出張所・地域センター等は別日時に実施。

主催・東京都行政書士会新
宿支部☎0120（917）485

弁護士会電話無料相談
☎0570（200）050

月～金曜日（祝日等除く）
10:00～16:00

主催・弁護士会の法律相談センター
※都内からかけた電話のみ対応します。

平和のつどい（30周年）

中学生によるおもてなし
ボランティア体験

区オリジナル筋力トレーニング
「しんじゅく100トレ」
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