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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は ☎（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ https://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

☎（3209）9999 午前8時～午後10時㋫（3209）9900
区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

子
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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
☎（3232）2070

住
宅
・
建
築

住み替え相談
不動産取引相談

4㈭・5㈮・11㈭・12㈮・18㈭・19㈮・25㈭・26㈮
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 12㈮・26㈮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 5㈮・19㈮13:00～15:15（電話予約）

安全安心・建築
なんでも相談

10㈬13:30～16:00
（電話予約） 大久保地域センター（大久保2-12-7） 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

Jアラート（全国瞬時警報システム）の動作確認のため、訓練放送が「防災ス
ピーカー」から流れます。屋外で大きな音がしますが、ご理解をお願いします。
【問合せ】危機管理課地域防災係（本庁舎4階）☎（5273）3874へ。

試験放送の内容
▶�「これは、Jアラートの

　テストです」（3回）

▶�「こちらは、ぼうさい新宿です」

※�始めと終わりにチャイム音が
　流れます。

Jアラートとは
弾道ミサイル情報、緊急地震速報など、対

処に時間的余裕のない事態に関する情報を
国から送信し、区市町村の防災行政無線等
を自動起動することにより、国から住民に
緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。

2月17日㈬㈬
午前11時から

防災行政無線による防災行政無線による防災行政無線による防災行政無線による防災行政無線による防災行政無線による防災行政無線による防災行政無線による防災行政無線による防災行政無線による

Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送Jアラート全国一斉試験放送

　特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動は、人の尊厳を傷つけたり、差
別意識を生むことになりかねず、許されません。
　平成28年6月、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組
の推進に関する法律」が施行されました。法律は、法務省ホームページ（左図QR

コード参照。㋭http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.
html）でご案内しています。互いの人権を尊重し合う社会を築いてい
きましょう。

【問合せ】総 務 課 総 務 係（本庁舎3階）
☎（5273）3505へ。

特定の民族や国籍の人 を々排斥する差別的言動を見聞きしたことがありますか。

こうした言動は、人としての尊厳を傷つけたり、

差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。

違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

ヘイトスピーチ、

【人権啓発デジタルコンテンツ】 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00041.html　【人権ライブラリー】 http://www.jinken-library.jp/

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会　http://www.moj.go.jp/JINKEN/

みんなの人権110番 0570-003-110
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。

許さない。

B3

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました！！

ヘイトスピーチ、許さない詳しくは
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました！！
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が
平成28年6月3日から施行されました。

互いの互いの人権を人権を人権 尊重し合う

社会をともに築きましょう

中学校夜間学級の生徒を募集

● 入級の相談を随時受け付けています
　義務教育を修了していない方や中学
校で十分に学べなかった方向けに、都
内8校の公立中学校に夜間学級を開設
しています（授業料無料）。日本語の勉
強から始める日本語学級を設置してい
る学校もあります。
【対象】国籍を問わず都内在住・在勤の
15歳以上
【問合せ】世田谷区立三宿中学校夜間学
級（世田谷区太子堂1―3―43）☎（3424）
5255（月～金曜日午後2時～9時）へ。

新型コロナ感染拡大に伴う水道・

下水道料金の支払いの猶予

● 猶予の申し出期限は3月31日㈬
【対象】新型コロナの影響で収入が減少
しているなど一時的に水道・下水道料
金の支払いが困難になった方
※既に支払猶予を申し出た方も対象
料金を完済した場合は再度申し出で

きます。
【申込み】電話で3月31日㈬までに水道
局お客さまセンター☎（5326）1101
へ。

23区合同説明会・

技術職採用フォーラム

● PR動画を配信します
　各区・組合の紹介や技術職の仕事を
紹介する動画です。新宿区に興味のあ
る方や受験を検討している方はご覧く
ださい。特別区人事委員会ホームペー
ジ（㋭http://www.tokyo23city.or.jp/
saiyou-siken.htm）からご覧いただけ
ます。
【配信期間】7月30日㈮まで
【配信内容】▶各区・組合の概要・特色・
魅力、求める人材ほか
▶技術職の管理職による基調講演の
ほか、現役技術職職員のパネルディス
カッションによる仕事紹介（職種は土
木造園（土木／造園）・建築・機械・電
気）
【問合せ】特別区人事委員会事務局任用
課☎（5210）9787へ。

3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。
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・
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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 19㈮13:00～16:00 本庁舎1階ロビー

公益通報相談
【公益保護委員（弁護士）による電話相談】
☎（3516）1141（横山敏秀）・☎（5733）0133（大野
徹也）・☎（3470）3311（水嶋一途）

総務課総務係
☎（5273）3505

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

☎（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）
9:00～17:00（電話相談） 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 23㈫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）
9:00～19:00（ 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

20㈷12:00～16:00（申込書で予約） 中央図書館（大久保3-1-1）☎（3364）1421
24㈬16:30～19:30（申込書で予約） 角筈図書館（西新宿4-33-7）☎（5371）0010

税務相談（電話相談）2㈫・16㈫13:30～16:00（電話予約） 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 15㈪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。

社労士11０番（電話無料相談）
☎（５2８９）８８４４

月・水曜日（祝日等除く）
10:00～16:00

主催・東京都社会保険労務士会
※年金・労務等の相談をお受けします。

マ ン シ ョ ン 問 題
無料なんでも相談

3㈬・17㈬
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）

10㈬
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

24㈬
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

9㈫13:00～16:00
（電話予約）

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☎（3369）0838
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

2㈫・16㈫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、
BIZ新宿（西新宿6-8-2）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。

経済センサス活動
調査の調査員を
募集します
　6月1日㈫を調査期日として、全国一
斉に実施される国の基幹統計調査の調
査員を募集します。
【対象】原則として20歳以上で、5~6月の
月~金曜日に区内で調査業務ができる方
【内容】説明会の参加、事業所への訪問
による調査の説明・調査票の配布ほか
※報酬は受け持ち事業所数等に応じて
支給します（おおむね50～100事業所
で30,000円～50,000円程度）。
【申込み】3月5日㈮までに電話で地域
コミュニティ課統計係（本庁舎1階）
☎（5273）4096へ。申込者に面接のご
案内をします。

区民のひろば
㋓費用・㋲申込み・㋣問合せ

　掲載行事は区の主催ではありませ
ん。日時・会場は予定です。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3
階）☎（5273）4064・㋫（5272）5500へ。

★催し・講座★
□Quartet Ⅰ’s 2nd Recital（カルテッ
トアイズセカンドリサイタル）　2月24
日㈬午後7時から、ドルチェ楽器管楽器
アヴェニュー東京店（西新宿1）で。オン
ライン配信もあり。クラリネット四重奏
のコンサート。㋓2,500円（オンライン視
聴は1,500円）。㋲事前に電話で。先着50
名。㋣午後6時以降にQuartet Ⅰ’s（カル
テットアイズ）・飯塚☎050（5809）6824

「一部の窓口混雑状況の確認」記事 お詫びと訂正
広報新宿2月5日号

3面「新宿区ホームページで一部の窓口の混雑状況を確認
できます」の記事に掲載していたQRコードに誤りがありま
した。正しいQRコードは左図のとおりです。お詫びして訂正
します。
【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）☎（5273）4064へ。
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