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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。

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・変更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

…イベント …講座

特別区立幼稚園  

臨時的任用職員採用候補者

【勤務場所】特別区の区立幼稚園（大田
区・足立区を除く）
【対象】幼稚園教諭普通免
許状をお持ちの方
【選考】▶書類、▶面接
※面接は、新規申込者と特別区立幼稚
園の臨時的任用教員として最近5年間
に勤務実績のない方を対象に、12月13
日㈪・14日㈫のいずれかで実施します
（電話予約が必要）。
【申込み】所定の書類（選考案内を参照）を
11月18日㈭～12月7日㈫に郵送（当日消
印有効）で特別区人事・厚生事務組合教育
委員会事務局人事企画課採用選考担当
（〒102-0072千代田区飯田橋3―5―1、
東京区政会館17階）☎（5210）9857へ。
※名簿登載期間が12月31日で終了す
る方のうち、引き続き名簿登載を希望
する方は必ず申し込んでください。
※募集・選考案内等詳しくは、同事務組
合ホームページ（下二次元コード
㋭http://www.tokyo23city.or.jp/）
でご案内しています。選
考案内は区教育指導課
（本庁舎4階）でも配布し
ています。

オンライン講座・相談

　東京の多摩産材のヒノキで作ります。参加者には、マイ箸の
材料・紙やすりを郵送します。
【日時】12月19日㈰午後1時30分～3時30分
【対象】区内在住・在勤・在学の保護者と小学生のお子さん、15組程度
【講師】小野清（生活協同組合・消費者住宅センター）
【用意するもの】カッター、新聞紙、画用紙ほか
【申込み】12月6日㈪までに電子メールに5面記入例のほか、お持ち
の方はファックス番号、お子さんの学年を記入し、新宿区消費者団
体連絡会㋱s-shodanren@outlook.jpへ。応募者多数の場合は抽選。
【問合せ】新宿消費生活センター（第2分庁舎3階）☎（5273）3834へ。

親子講座「東京の木でマイ箸づくり」

　災害時の備えや子育て家族の防災意識を高めるために、
避難の仕方や備蓄品等のスキルを学びます（90分程度）。
【配信期間】12月10日㈮～16日㈭
【対象】区内在住・在勤・在学で、YouTube動画を視聴できる機
器をお持ちの方
【講師】上沢聡子（防災士）
【共催】元気できれい
【申込み】11月17日㈬～12月14日㈫に新宿区ホームページから申し込めます。
【問合せ】男女共同参画課☎（3341）0801へ。

今日からできる!
子どもを守り、家族で生き抜く防災講座　食生活に薬膳を取り入れ、体を整える方法等を学びます

（90分程度）。
【配信期間】12月17日㈮～23日㈭
【対象】区内在住・在勤・在学で、YouTube動画を視聴できる機器
をお持ちの方
【講師】パン・ウェイ（料理研究家）
【申込み】11月17日㈬～12月21日㈫に新宿区ホームページから申し込めます。
【問合せ】男女共同参画課☎（3341）0801へ。

女性のための薬膳講座

　女性の体に影響の大きいホルモンバランスの変化による不調に
備えるためのヒントを学びます（90分程度）。
【配信期間】12月10日㈮～16日㈭
【対象】区内在住・在勤・在学の方で、YouTube動画を視聴できる機器
をお持ちの方
【講師】吉野一枝（よしの女性診療所院長）
【申込み】11月17日㈬～12月14日㈫に新宿区ホームページから申し込めます。
【問合せ】男女共同参画課☎（3341）0801へ。

体の変化と上手くつきあう方法

　詳しくは、各団体へ直接、お問い合わせください。
【区の担当課】地域コミュニティ課管理係（本庁舎1階）☎（5273）3872

■「介護の日本語」教室（オンライン）

　介護現場で使用する日本語と介護知識を学びます（定期的に交流会も開催）。
【日時】11月18日㈭、12月2日㈭・9日㈭・16日㈭、令和4年1月6日㈭・13日㈭・20日㈭
午後7時～9時
【対象】区内在住または区内で介護職に就く外国籍の方ほか
【講師】大塩しのぶ（早稲田大学大学院日本語教育研究科宮崎チームメン
バー）、呂

ろ

暁
ぎょうけい

慶（中国出身の介護福祉士）
【申込み】同教室申し込みフォーム（右二次元コード）からお申し込みください。
【問合せ】Global Healthcare Hub（グローバルヘルスケアハブ）☎（4362）5526・
㋱jimukyoku@ghh.jpへ。

協働推進基金を活用したNPO主催の催し

ご参加
ください

　女性医学の専門家から女性の体の正しい知識や不調時の対処法
を学びます。自分自身や身近な人のための健康づくりに役立てまし
ょう。
【日時・内容】12月19日㈰▶午前10時～11時…講話「女性の一生から
みた「ちょうどいい」体重の話」、▶午前11時10分～午後0時10分…講話
「健康のカギは腸内細菌?腸活と女性医学の新しい話題」（講師は粒来
拓／よしかた産婦人科分院綱島女性クリニック院長・横浜市立大学附属
市民総合医療センター婦人科非常勤講師）
【対象】区内在住・在勤・在学の方、各回100名
【申込み】11月17日㈬～12月16日㈭に新宿区ホームページ（右上二次元コード）から
お申し込みください。先着順。申込者へ動画サイトのURLを送信します。
【問合せ】女性の健康支援センター（四谷保健センター内）☎（3351）5161へ。

女性のための健康セミナー

　料理講座の動画（15分程度）を配信します。主食・主菜・副菜の揃った
1食分の料理を紹介します。料理のコツも学べます。申込者には後日、
レシピを郵送します。
【配信期間】12月14日㈫まで
【対象】区内在住・在勤・在学で、YouTube動画を視聴できる
機器をお持ちの方
【メニュー】チーズトースト、秋鮭のムニエル、野菜のオランデーズ
ソースがけ、きのこスープ（講師は北川智恵子／管理栄養士）
【申込み】12月14日㈫までに電話かファックス（5面記入例のとおり記入）で健康
づくり課健康づくり推進係（第2分庁舎分館分室）☎（5273）3047・㋫（5273）3930へ。

料理が好きになる 野菜の料理講座

旬の食材を使ってフランス料理を作ってみよう

【日時】12月2日㈭午後6時45分～8時45分
【対象】社会貢献活動をしている方、これから始める方ほか
【内容】NPO運営に重要な事業の進め方、資金の調達と管理ほか
（講師は手塚明美／認定NPO法人藤沢市民活動推進機構理事長）
【費用】1,000円（資料代等）
【申込み】11月17日㈬から新宿NPO協働推進センターホームページ
（右上二次元コード）から申し込めます。詳しくは同ホームページでご案内しています。
【問合せ】同センター☎（5386）1315へ。

NPO組織運営講座～強いNPOになる秘訣

【問合せ】人事課人事係（本庁舎3階）
☎（5273）4053へ。

職員数と任免

職員の人事評価

　全職員を対象に目標管理型の人事考課制度を実施しています。職務上の業績と
職務の遂行中に示した能力等を客観的かつ継続的に評価し、その結果を任用、給
与、分限、配置管理等に適切に反映させています。
　また、年2回の面談や日々のコミュニケーションを通じた目標管理により、人材
の育成と組織力向上を図っています。

分限及び懲戒処分

1 分限処分（令和2年度）
　職員が心身の故障など一定の事由により、その職務を果たすことができなくなっ
た場合等に行う処分で、2年度の処分者数は、休職53人、免職・降任・降給はいずれも
0人です。

1 職員数（令和3年4月1日現在）
⑴職種別職員構成（正規職員）

事務系 福祉系 一般
技術系

医療
技術系 技能系 教諭 合計 割合

男 746人 89人 208人 10人 191人 7人 1,251人 45.9%
女 574人 598人 93人 107人 38人 64人 1,474人 54.1%

合計 1,320人 687人 301人 117人 229人 71人 2,725人

構成比 48.4% 25.2% 11.1% 4.3% 8.4% 2.6% 100.0%

⑵再任用職員数（フルタイム勤務・短時間勤務）
区分 事務系 福祉系 一般技術系 医療技術系 技能系 教諭 合計
職員数 102人 38人 12人 4人 55人 3人 214人

2 新規採用職員数（令和3年4月1日付）

職種 事務
（Ⅰ類）

事務
（Ⅲ類）

事務
（経験者）

福祉
（Ⅰ類）

福祉
（経験者） 保育士 心理

採用者数 48人 9人 6人 5人 2人 36人 2人

職種 土木造園
（Ⅰ類）

機械
（Ⅰ類） 衛生監視 保健師 技能Ⅱ

（作業Ⅰ）
幼稚園
教諭 合計

採用者数 1人 1人 3人 5人 3人 6人 127人

3 退職者数（令和2年度） ※再任用職員を除く。
定年退職 勧奨退職 普通退職 死亡等退職 計

60人 12人 36人 2人 110人 職員の休業 （令和2年度取得状況）

育児
休業

部分
休業

育児
短時間勤務

配偶者
同行休業

男性 18人 5人 0人 0人

女性 156人 140人 7人 3人

職員の勤務時間、休暇等の制度

1 勤務時間等（一般職員の主な勤務形態）
▶1週間の正規の勤務時間…38時間45分（職務の性質により、4週間を通じて、平
均して1週間当たり38時間45分とすることができる）、▶1日の正規の勤務時間…
7時間45分、▶週休日…土・日曜日（職務の性質により、4週間を通じて8日とすること
ができる）

2 休暇制度（年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇の4種類）

★上記のほかに、自己啓発・職場研修（OJT等）
　に取り組んでいます。

職員の研修 （令和2年度実施状況）

研修名 回数 人数
区研修 125 2,691

23区共同研修 198 698
第1ブロック合同研修（新宿区・
千代田区・中央区・港区）、その他 18 73

合　計 341 3,462

⃝年次有給休暇の取得状況（令和2年1月～令和2年12月）
職員数（※） 平均取得日数 取得率

2,339人 14.6日 40.0％
※再任用職員、育児休業中・休職中等の職員、
　期間途中に採用・退職した職員は含みません。

令和2年度 新宿区の人事行政の運営状況

　区では、人事行政の公正性と透明性を高めるため、前年度の運営状況の主な内容と、東京23区が共同で設置している特別区人事委員会の
業務状況を公表しています。
　詳しい内容を掲載した「新宿区の人事行政の運営状況」は、区政情報センター（本庁舎1階）・区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホーム
ページでご覧いただけます。区職員の給与等の状況は、広報新宿後号でお知らせします。

2 懲戒処分（令和2年度）
　職員に法令違反等の一定の義務違反があった場合に制裁的に行う処分で、2年
度の処分者数は、免職・停職・減給・戒告はいずれも0人です。

※端数処理の関係で、構成比等が合わない
　ことがあります。

　昨今、多発する自然災害によるリスクに備え、損害保険の役割を改
めて確認します。自転車による事故など身近なリスク回避のために
損害保険の選び方についても学びます。
【日時】11月24日㈬午後7時～8時15分
【対象】区内在住・在勤・在学の方、40名
【講師】竹島亜機雄（日本損害保険協会）
【申込み】11月22日（必着）までにファックスに氏名・お住まいの新宿区の町名・電話
番号を記入し、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS）
☎（6434）1125（月～金曜日午前11時～午後5時）・㋫（6434）1161へ。応募者多数の場合は
抽選。同協会東日本支部ホームページ（右上二次元コード）からも申し込めます。

消費者講座

災害に備える上手な損害保険の選び方
①講座・催し名
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号
（往復はがきの場
合は、返信用にも
住所・氏名）

※往復はがきは、各記事
で指定がある場合のみ。
※費用の記載のないも
のは、原則無料。
※電子メールは、件名に
講座・催し名を記入。

講座・催し等の
申し込み

はがき・ファックス等の記入例

　淀橋第二小学校跡地・建物の信託について、現在の契約期間満了後、令和5年7月
1日からの信託を受託する事業者を選定するため、プロポーザルを実施します。詳
しくは、11月19日㈮に新宿区ホームページでご案内します。
【問合せ】契約管財課財産管理係（本庁舎4階）☎（5273）4073へ。

淀橋第二小学校跡地・建物の
信託の受託者を募集します

　区財政の現状と課題をお知らせし、今後の財政運営の議論に活用していただける
よう作成しました。財政課・特別出張所・区政情報センター（本庁舎1階）で配布して
いるほか、区立図書館で閲覧できます。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。

冊子「新宿区の財政について」を作成しました

犯罪被害者相談所

　犯罪や交通事
故の被害に遭っ
た方やご家族の
悩み相談を受け
付けます。
【日時】11月29日㈪午後1時～3時
【電話相談】☎（5273）3644
【面接相談】当日直接、区役所第1分庁
舎2階区民相談室へ。
【問合せ】▶牛込☎（3269）0110
▶新宿☎（3346）0110
▶戸塚☎（3207）0110
▶四谷☎（3357）0110の
各警察署警務課犯罪被害者支援事務
局へ。

　通信費等は申込者負担です。各講座について詳
しくは､お問い合わせください｡YouTubeを利用
する講座は、申込者へ動画URLを送付します。

YouTube

Zoom

YouTube

五味五色と陰陽でカラダ元気! YouTube YouTube

わたしの体に何がおきるの?

なぜ?なに?女性だからこその健康課題やその対処法

Zoom

Zoom

普段からできる防災への取り組み

SDGs「目標15：陸の豊かさも守ろう」を学ぶ

■外国人をはじめとした高校未就学者支援事業進路相談会（オンライン）

【日時】11月26日㈮・12月17日㈮・令和4年1月28日㈮午後2時～5時
【対象】区内在住の方、各日10名
【内容】外国籍の方等のための不登校や高校転校等の相談会、学習支援
【申込み】各開催日の前日までに電話または電子メールに5面記入例のほか、年齢
を記入し、NPO法人高卒支援会☎（5937）0513・㋱info@kousotsu.jpへ。先着順。

◆寄附を通して「社会貢献」しませんか

　区民の方・事業者の皆さんからの寄附金を「協働推進基金」に積み立て、
NPO等の非営利の団体が行う区民の福祉の向上を目的とした社会貢献活
動へ助成しています（寄附金額に制限なし）。寄附をしたいNPO活動の分
野を希望できます。税制上の優遇措置（寄附金控除）が受けられます。 ▲協働推進基金

　キャラクター

名誉区民の西
に し か わ

川扇
せ ん ぞ う

藏さんが

文化功労者に顕彰
　新宿区名誉区民の西

にしかわせんぞう
川扇藏さん（日本舞

踊家）が文化の向上発達に関し、特に功績顕
著だとして令和3年度の文化功労者に顕彰
されました。
【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）
☎（5273）3505へ。

Webセミナー

11月中旬～令和4年1月開催

新宿NPO活動基礎講座 Zoom
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