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４月～６月は狂犬病予防注射期間

自立支援推進員（会計年度任用職員
（会計年度任用職員）
（会計年度任用職員
会計年度任用職員）

犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに
【問合せ】
衛生課管理係（第2分庁舎3階）☎
（5273）
3148へ。
犬の飼い主には狂犬病予防法で、
生涯
1回の犬の登録と、
年1回
（4月～6月）
の狂
犬病予防注射が義務付けられています。
狂犬病予防注射を忘れずに行いましょう。
※例年4月に飼い主の皆さんへ郵送で案
内し、実施している
「狂犬病予防定期集
合注射」
は、
当面の間延期します。
今後の
実施時期等が確定し次第、
新宿区ホーム
ページでお知らせします。
※犬が亡くなった場合は、衛生課か特

子ども・子育て会議区 民 委 員

別出張所へ届け出てください。
● 犬の登録
区の子ども・子育て支援施策を推進
（鑑札の交付）
するため、
保育施設の整備等について
衛生課・特別出張所で受け付けます。
ご意見をいただきます。
【費用】1頭3,000円
（登録手数料）
● 狂犬病予防注射
【資格】区内在住で、小学生までのお子
さんの保護者、4名
（狂犬病予防注射済票の交付）
【任期】
6月22日～令和5年6月21日
動物病院等で注射を受け、獣医師発
行の「狂犬病予防注射済証」を衛生課か 【報酬】会議（年3～4回、月～金曜日に
開催。夜間に開催する場合あり。
託児あ
特別出張所へお持ちください。
り）に出席の都度、10,000円
【費用】1頭550円（注射済票手数料）
【選考】▶1次…作文、▶2次…面接
（5月
令和3
令和
3年度新宿区食品衛生監視指導計画を策定しまし
新宿区食品衛生監視指導計画を策定しました
た 中旬）
【申込み】
「子育て経験から学んだこと」
【問合せ】衛生課食品保健係
（第2分庁舎3階）☎（5273）3827へ。
「子どもが生き生きと育つまち」
のいずれ
計画では、
食の安全確保に向けて、食 政情報センター
（日本語で800～1,000
（本庁舎1階）で閲覧で かのテーマの作文
品衛生法に基づく監視指導等の事業を きるほか、新宿区ホームページでご覧 字）
と、
作文とは別の任意の用紙に住所・
重点的・効率的かつ効果的に実施する いただけます。
氏名・年齢・電話番号・職業・お子さんの年
ため、年度ごとに監視指導の実施に関 ◎重点的監視指導事業
齢を記入し、
4月12日㈪までに子ども家
する基本的な方向性や監視指導の実施 ▶食肉の生食、
庭課管理係
（〒160-8484歌舞伎町1―4
―
―4
加熱不足による食中毒対策
体制等を定めています。
―1、本 庁 舎2階 ）☎
（5273）
4260へ 郵 送
▶ノロウイルスによる食中毒対策
計画の策定に当たり、区民の方から ▶アニサキス等寄生虫による食中毒対策 （必着）
または直接、
お持ちください。
1次
お寄せいただいたご意見を参考にしま ▶輸入食品の安全確保
選考の結果は5月上旬に応募者全員にお
した。計画の全文、ご意見と区の考え方 ▶HACCPに沿った衛生管理の制度化 知らせします。
作文等は返却しませんが、
は衛生課・区政情報課
（本庁舎3階）
・区 への対応
選考以外の目的には使用しません。

徳行者の表彰

【対象】社会福祉士、精神保健福祉士の
資格をお持ちの方、
または同等の知識、
技能、
経験のある方、
2名
【勤務日時】月～金曜日のうち週4日、
午前8時30分～午後5時
（週30時間）
【勤務場所】生活福祉課施設援護係
（第
2分庁舎1階）
・保護担当課生活福祉第
一係
（第2分庁舎2階）
【勤務内容】
生活保護を受けている方の
生活支援、
訪問調査に関する事務ほか
【報酬等】月額22万6,000円程度。期末
手当あり。
交通費は相当額を支給
（上限
あり）
。
社会保険等に加入
【任用期間】
6月1日～令和4年3月31日
【選考】▶1次…書類・作文、▶2次…面
接
（4月16日㈮）
【申込み】所定の申込書
（写真を貼る）
、
資格をお持ちの方は資格証等の写し、
作文
（テーマは
「生活保護に関して思う
こと」
、任意の用紙に400字程度）を4月
8日 ㈭ ま で に 生 活 福 祉 課 庶 務 係
（ 〒160-0022新 宿5―18―21、第2分 庁
舎1階）
☎
（5273）
4555へ郵送
（必着）
また
は直接、お持ちください。申込書等は同
課で配布しているほか、新宿区ホーム
ページから取り出せます。

行政評価（内部評価）結果を
を公開しています
しています

区では毎年、人命救助や模範となる善行のあった徳行者の方を表彰していま
す。今年度は次の2件の表彰を行いました。
【問合せ】秘書課秘書係
（本庁舎3階）
☎
（3209）
1111へ。

評価結果を取りまとめた令和2年度内部評価実施結果報告書
（施策評価・計画事
業評価）は、企画政策課・区政情報センター
（本庁舎1階）
・特別出張所・区立図書館
◎青少年健全育成活動
◎社会奉仕活動
で閲覧できるほか、
新宿区ホームページでご覧いただけます。
また、
区政情報セン
⃝警備業戸塚地区協議会…犯罪被害防止 ⃝勝元秀男さん…繁華街での青少年補 ターで有償頒布しています。
のためのボランティア活動を継続して行い、 導活動を継続的に実施するなど、青少 【問合せ】
企画政策課（本庁舎3階）☎（5273）
3502へ。
安全・安心なまちづくりに尽力しています。 年の健全育成に尽力しています。

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。
【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★
□
□外国人に教わる初級者英会話体験会
4月2日㈮・9日㈮午前9時～10時、
戸塚地

令和3
令和
3年 第1
第1回区議会定例会

議決結果
区長が提出した議案は、全て可
決・同意・決定されました。
【問合せ】総務課総務係
（本庁舎3
（本庁舎
3
階）☎（5273
（5273
5273）
）
3505へ。
3505
へ。
◆予算案1４件
◎令和3年度予算
● 令和3年度新宿区一般会計予算
● 令和3年度新宿区国民健康保険特別
会計予算
● 令和3年度新宿区介護保険特別会計
予算
● 令和3年度新宿区後期高齢者医療特
別会計予算
● 令和3年度新宿区一般会計補正予算
（第1号）
● 令和3年度新宿区一般会計補正予算
（第2号）
● 令和3年度新宿区国民健康保険特別
会計補正予算（第1号）
● 令和3年度新宿区介護保険特別会計
補正予算（第1号）
◎令和２年度補正予算
● 令和2年度新宿区一般会計補正予算

域センターで。
50歳以上対象。㋓無料。
㋲各日3日前までに電話で。各日先着7
名。
㋣月～金曜日午前10時～午後4時に
さくらの会・太田☎080
（9034）
8526
★サークル紹介・会員募集★
□登山 毎月第2・第4日曜日、
関東近郊
で。
歩程は4～5時間。
㋓入会金1,000円・
月100円。
㋣レッドアローマウンテンク
ラブ
（RAC）
・藤田☎090
（5405）
7607
（第12号）
令和2年度新宿区一般会計補正予算
（第13号）
● 令和2年度新宿区一般会計補正予算
（第14号）
● 令和2年度新宿区国民健康保険特別
会計補正予算（第5号）
● 令和2年度新宿区介護保険特別会計
補正予算（第4号）
● 令和2年度新宿区後期高齢者医療特
別会計補正予算（第2号）
◆条例案２５件
◎新設の条例
● 新宿区いじめによる重大事態再調
査委員会条例
● 新宿区いじめによる重大事態調査
委員会条例
◎一部改正の条例
● 新宿区職員の服務の宣誓に関する
条例の一部を改正する条例
● 新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例
● 新宿区職員定数条例の一部を改正
する条例
● 新宿区職員の特殊勤務手当に関す
る条例の一部を改正する条例
● 新宿区住居表示審議会条例の一部
●

冊子

令和3年度予算の概要
パンフ
レット

新宿区の財政 を作成しました

「予算の概要」
には予算のあらましや主要な事業の概要など
を、
「新宿区の財政」
（右写真）
には、
3年度予算、
元年度決算、
都
区財政調整制度、
国による不合理な税制改正等を掲載してい
ます。
いずれも区政情報センター
（本庁舎1階）
・特別出張所で
配布しています。
新宿区ホームページでもご覧いただけます。
【問合せ】財政課
（本庁舎3階）☎（5273）
4049へ。
を改正する条例
新宿区立心身障害者通所訓練施設
条例の一部を改正する条例
● 新宿区立障害者福祉センター条例
の一部を改正する条例
● 新宿区立福祉作業所条例の一部を
改正する条例
● 新宿区立新宿生活実習所条例の一
部を改正する条例
● 新宿区立障害者生活支援センター
条例の一部を改正する条例
● 新宿区介護保険条例の一部を改正す
る条例
● 新宿区指定地域密着型サービスの事
業の人員、
設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例
● 新宿区指定地域密着型介護予防サー
ビスの事業の人員、設備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービ
スに係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例
● 新宿区指定介護予防支援等の事業の
人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例
●

新宿区指定居宅介護支援等の事業
の人員及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例
● 新宿区立子育て支援施設の設置及
び管理に関する条例の一部を改正
する条例
● 新宿区学童クラブ条例の一部を改
正する条例
● 新宿区保健事業の利用に係る使用料等
を定める条例の一部を改正する条例
● 新宿区国民健康保険条例の一部を
改正する条例
● 新宿区後期高齢者医療に関する条
例の一部を改正する条例
● 新宿区保健衛生事務手数料条例の
一部を改正する条例
● 新宿区環境土木・都市計画事務手数
料条例の一部を改正する条例
● 新宿区地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部
を改正する条例
◆その他3件
● 新宿区四谷特別出張所等区民施設
昇降機設備改修工事請負契約
● 新宿区副区長選任の同意について
● 人権擁護委員候補者の推薦に関す
る意見の聴取について
●

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

