
（6）第 2343号 …イベント …講座 令和3年（2021年）1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！

イベント等は中止する場合があります。また、施設の利用・イベント等の参加に当たっては、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

障害者施策推進協議会

【日時】1月27日㈬午前9時30分～11時
30分

【内容】障害者施策の計画と推進
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当
日直接、区役所本庁舎5階大会議室へ。
手話通訳・要約筆記等の配慮が必要な
場合は、1月25日㈪までに障害者福祉
課福祉推進係へご連絡ください。

【問合せ】障害者福祉課福祉推進係（本
庁 舎2階 ）☎（5273）4516・㋫（3209）
3441へ。

笑顔を広げる

スリックあそびの広場 

●ステンシルで季節のコースター作り
【日時】1月24日㈰午後1時30分～3時
30分

【主催】新宿区レクリエーション・イン
ストラクターズクラブ

【後援】新宿区
【会場・申込み】当日直接、大久保地域セ
ンター（大久保2―12―7）へ。先着40
名（未就学児は保護者同伴）。

【問合せ】スリック事務局☎（3376）

4518へ。

いのちを守る何でも相談会

●電話相談☎0120（617）123
【日時】1月18日～3月29日の毎週月曜日
午後6時～8時30分（相談は午後9時まで）

【内容】仕事、お金、学校などに関する司
法書士・精神保健福祉士・公認心理師・
臨床心理士による電話相談

【後援】新宿区ほか
【主催・問合せ】東京司法書士会☎（3353）
9191へ。

司法書士の無料相談会

【日時】1月21日㈭午前10時～午後4時
【会場】区役所本庁舎1階ロビー

【内容】相続などの不動産登記、会社の
登記、成年後見、不動産の賃貸借、簡易
裁判所の訴訟、空き家問題等に関する
東京司法書士会新宿支部の個別相談

【申込み】電話で1月20日㈬までに東京
司法書士会新宿支部☎（3369）0838

（月～金曜日午前9時～午後5時）へ。当
日も受け付けます。
12月の新宿区の人口 １日現在

（増減は前月比）

住民基本台帳人口� 344,816人（613人増）
世帯数� 218,867世帯（735世帯増）

日本人 外国人
人口計 307,857人

（298人減）
36,959人
（911人増）

男 153,948人
（210人減）

18,840人
（561人増）

女 153,909人
（88人減）

18,119人
（350人増）

❼教育支援課職員教育支援課職員教育支援課職員教育支援課職員教育支援課職員教育支援課職員教育支援課職員教育支援課職員

❷図書館奉仕員図書館奉仕員図書館奉仕員図書館奉仕員図書館奉仕員図書館奉仕員図書館奉仕員

❺預かり保育担当員預かり保育担当員預かり保育担当員預かり保育担当員預かり保育担当員預かり保育担当員預かり保育担当員預かり保育担当員預かり保育担当員

❻学校経営推進員学校経営推進員学校経営推進員学校経営推進員学校経営推進員学校経営推進員学校経営推進員学校経営推進員

❸女性の健康支援員女性の健康支援員女性の健康支援員女性の健康支援員女性の健康支援員女性の健康支援員女性の健康支援員女性の健康支援員女性の健康支援員

【対象】国籍を問わず、男女共同参画の知
識があり、電話応対・来客応対、パソコン

（ワード・エクセル等）ができる方、1名
【勤務日時】火～土曜日午前9時～午後4時
【勤務場所】男女共同参画推進センター
（ウィズ新宿、荒木町16）
【勤務内容】男女共同参画に関する資料
の収集・整理、男女共同参画の啓発活動

（講座の企画・運営・実施、啓発誌の作成
等）、センター利用者の窓口・電話対応

ほか
【報酬等】月額21万円程度。期末手当あ
り。社会保険等に加入

【選考】▶1次…書類・小論文、▶2次…
面接（2月15日㈪）

【申込み】所定の申込書と小論文（テー
マは募集案内に記載）を1月29日㈮ま
でに男女共同参画課（〒160-0007荒
木町16）☎（3341）0801へ郵送（必着）
またはお持ちください。

【募集職種・対象・勤務内容】下表のとお
り

【勤務場所】①②は区立小学校・中学
校、③④は新宿養護学校

【選考】▶1次…書類、▶2次…面接（2
月上旬）

【申込み】所定の申込書を1月29日㈮

までに教育支援課特別支援教育係
（〒169-0072大久保3―1―2、新宿
コズミックセンター内）☎（3232）
3074へ郵送（必着）またはお持ちく
ださい。勤務日時・報酬等詳しくは、
お問い合わせください。新宿区ホー
ムページでもご案内しています。

【対象】司書または司書補資格をお持ち
の方（3月31日までに取得見込みの方
を含む）、若干名

【勤務日時】1日6時間・週5日（週休日は休
館日のほか月・水・木・金曜日から指定可）

【勤務場所】中央図書館・こども図書館
（中央図書館内）
【勤務内容】図書館資料の貸し出し・返
却・レファレンス、資料整理・学校との
連携事業ほか

【報酬等】月額21万円程度。期末手当あ

り。社会保険等に加入
【選考】▶1次…書類・作
文、▶2次…面接（2月17日㈬を予定）

【申込み】所定の申込書と作文（テーマは
募集案内に記載）等を1月29日（必着）
までに郵送（簡易書留郵便）で中央図書
館管理係（〒169-0072大久保3―1―
1）☎（3364）1421へ。詳しくは、募集案
内をご覧ください。募集案内は、区立図
書館で配布（休館日を除く）していま
す。

【対象】国籍を問わず、幼稚園教諭免
許・保育士資格をお持ちの方（免許・
資格取得見込みの方を含む）、1名

【勤務日時】原則として月～金曜日、午
前11時30分～午後5時のうち5時間

【勤務場所】区立幼稚園
【職務内容】区立幼稚園の預かり保育
利用の幼児の保育

【報酬等】月額19万円程度。期末手当

あり。社会保険等に加入
【選考】▶1次…書類・小論文、▶2次
…面接（2月6日㈯を予定）

【申込み】所定の申込書と小論文（課題
は募集案内に掲載）を2月1日㈪までに
学校運営課幼稚園係（〒160-8484歌
舞伎町1―5―1、第1分庁舎4
階）☎（5273）3103へ郵送（必
着）またはお持ちください。

【対象】学校・官公庁・民間企業等で教
育職または事務職として従事した経
験がある方、若干名

【勤務日時】原則として月～金曜日、
午前8時～午後4時45分のうち6時
間

【勤務場所】区立小学校
【勤務内容】副校長補佐、私費会計補助
ほか

【報酬等】月額21万円程度。期末手当
あり。社会保険等に加入

【選考】▶1次…書類、▶2次…面接（2
月6日㈯を予定）

【申込み】所定の申込書を1月29日㈮
までに教育調整課管理係（〒160-
8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎4階）
☎（5273）3070へ郵送（必着）または
お持ちください。

【対象】国籍を問わず看護師の資格があ
り、パソコン（ワード・エクセル等）がで
きる方、①②（下記参照）各1名

【勤務日時】原則として月～金曜日のう
ち、▶①週4日・1日7時 間30分、▶ ②
週1日・1日6時間

【勤務内容】女性の健康に関する相談・
健康増進に関する知識の普及啓発

【報酬等】▶①月額22万円7,000円程
度。期末手当あり。社会保険等に加入。

▶②月額45,000円程度
【選考】▶1次…書類（①は論文も）、▶2
次…面接（いずれも2月15日㈪を予定）

【勤務場所・申込み】所定の申込書と資
格証の写し、①は論文（課題は募集案内
に掲載）を1月29日㈮までに四谷保健
センター（〒160-0008四谷三栄町10
―16）☎（3351）5161へ郵送（必着）ま
たはお持ちください。

募集職種 対象 勤務内容

①特別支援教育
　推進員

国籍を問わず小学校・中学校・特別支
援学校の教諭・養護教諭のいずれかの
普通免許状（3月31日までに取得見込み
の方を含む）をお持ちの方、20名程度

発達障害等のある児童・生徒へ
の支援、担任の指導補助

②特別支援教育
　介助員

心身ともに健康で、特別支援教育に
意欲のある方、若干名

特別支援学級の学級運営補助、
肢体不自由児等の介助

③特別支援学校
　言語聴覚士

言語聴覚士の資格をお持ちの方、若
干名

児童・生徒への機能訓練業務、専
門的指導・助言

④特別支援学校
　看護師

保健師助産師看護師法による看護
師の免許状をお持ちの方、若干名

児童・生徒の健康管理・医療的ケア、
保健業務全般等や医療的ケアに
関する教職員等への指導・助言等

区の会計年度任用職員等を
募集します

❹男女共同参画推進員男女共同参画推進員男女共同参画推進員男女共同参画推進員男女共同参画推進員男女共同参画推進員男女共同参画推進員男女共同参画推進員男女共同参画推進員男女共同参画推進員

❶住民記録・戸籍事務複数言語対応補助員

【対象】国籍を問わず、パソコンで簡単
なキーボード入力ができる方で、日本
語と英語で窓口・電話応対に必要な文
章理解・読み書き・会話ができる方、若
干名

【勤務日時】原則として月～金曜日、午
前9時～午後5時のうち6時間（週30時
間を超えない範囲で土・日曜日や午後
5時以降の勤務あり）

【勤務場所】戸籍住民課
【勤務内容】住民票・戸籍に関する各種
証明書の請求等の窓口受付、マイナンバ
ーカード交付関連事務、電話応対ほか

【報酬等】月額21万円程度。期末手当あ
り。社会保険等に加入。有給休暇あり

【選考】▶1次…書類・小論文、▶2次…
面接（2月18日㈭または19日㈮） 

【申込み】所定の採用選考申込書（写真
を貼る）、小論文（テーマは募集案内に
記載）を2月2日㈫までに戸籍住民課調
整係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、
本庁舎1階）☎（5273）3622へ郵送（必
着。封筒の表に「選考書類在中」と朱書
き）またはお持ちください。募集案内等
は特別出張所でも配布しています。

❶～❼は、区の会計年度任用職員として採用します（任用期間は4月1日～令和4年3月
31日、交通費は相当額を支給（上限あり））。いずれも申し込み方法等詳しくは、各申し込
み先等で配布する募集案内や新宿区ホームページでご案内しています。
※❽は各地域センターの指定管理者が採用します。

　申し込み方法等詳しくは、各地
域センターにお問い合わせくださ
い。

【対象】パソコン（ワード・エクセル
等）ができる方

【任用期間】4月1日～令和4年3月
31日

【勤務日時・場所】下表の
とおり。シフト制勤務

（土・日曜日、祝日の勤務あり）
【勤務内容】事務補助・消毒ほか
【時給】1,050円から（勤務場所の
地域センターにより異なる）

【選考】▶1次…書類、▶2次…面接
地域センター（所在地） 勤務日時 電話番号

牛込簞笥（簞笥町15） 月10日程度、午前8時30分～午後10時のうち5
時間 （3260）3677

若松（若松町12-6） 月10日程度、午後3時～8時 （3209）6030
戸塚
（高田馬場2-18-1）

週2日程度、原則として午前8時45分～午後2時
15分または午後4時30分～10時 （3209）8001

落合第一
（下落合4-6-7）

月10日程度、午前8時45分～午後10時のうち5
時間30分 （3954）1611

落合第二
（中落合4-17-13）

週3日程度、原則として午前8時45分～午後5時
45分または午後1時～10時または午後5時～10時（3951）9941

角筈（西新宿4-33-7） 週2日程度、午後2時30分～5時30分 （3377）1373

❽地域センター事務補助員地域センター事務補助員地域センター事務補助員地域センター事務補助員地域センター事務補助員地域センター事務補助員地域センター事務補助員地域センター事務補助員地域センター事務補助員地域センター事務補助員地域センター事務補助員地域センター事務補助員
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