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指定管理者を募集

区民保養施設の利用申し込み

受付窓口・電話 区保養施設受付
（本庁舎1階）☎（5273）
3881

方のみ申し込める「区民優先予約
（当選者を含む）」、どなたでも申し

受付日時 月〜金曜日午前9時〜午

込める「一般予約」の順に、それぞ

後5時。
土・日曜日、
祝日等は㈱日本

れ先着順で、電話か受付窓口で予

旅行☎
（5369）
3902
（午前10時〜

約を受け付けます。空き室の状況

午後6時。
電話受け付けのみ）
へ。

は、受付窓口・特別出張所のほか、

※来庁は控え、電話でのお手続き

㈱日本旅行の空室情報ホームページ

にご協力をお願いします。

（㋭http://ntasports.net/

◎抽選（区民抽選予約）

shinjukuku/）でも確認できます。

区内在住の方のみ申し込めます。
期間 7月1日〜11日
（必着）

申込開始日 ▶区民優先予約…7月
21日㈭、▶一般予約…8月1日㈪

申込み 受付窓口・特別出張所・生
涯学習スポーツ課で配布している
抽選はがきでお申し込みくださ
い。7月19日㈫ころまでに結果通
知が届かない場合は、受付窓口へ
お問い合わせください。

◎グリーンヒル八ヶ岳の休館
期間 ▶ 全 館 …10月1日 ㈯ 〜11
月30日 ㈬、▶ 体 育 館・プ ー ル …
12月1日㈭〜令和5年1月31日㈫
問合せ 生涯学習スポーツ課生
涯学習スポーツ係
（第1分庁舎7

◎空き室予約（抽選後）
抽選後の空き室は、区内在住の

階）
☎
（5273）
4358

募集施設 下表のとおり
指定期間 ▶①〜④…令和5年4月1日から5年間、▶⑤…令和5年4月1日
から3年間
応募資格 ▶①〜④…法人格があり、施設の管理運営業務の経験が豊富な
企業・団体、▶⑤…法人格があり、スポーツ施設の管理運営・スポーツ事業
に関する業務が可能で、業務についての経験知識が豊富な企業・団体
業務内容
▶①②…高齢者の福祉・健康増進・児童健全育成・学童クラブ事業ほか
▶③…シニア世代・高齢者の福祉・健康増進や社会参加活動支援、地域支
え合い活動ほか
▶④…高齢者の福祉・健康増進ほか
▶⑤…施設運営管理、利用者サービスの提供、施設などの維持管理ほか
選考 プロポーザル方式。
▶1次…書類、
▶2次…プレゼンテーション・質疑応答等
申込み 事前に連絡の上、所定の書類等を①〜④は7月27日㈬まで、
⑤は8月10日㈬までに直接、問合せ先へ。
現地説明会を開催します
日時 下表のとおり
申込み
▶①〜④…申込書を各説明会の前日（土・日曜日を除く）午後5時までに
ファックスで問合せ先へ。
▶⑤…新宿区ホームページでご案内しているほか、電話で問合せ先へ。
※募集要項・現地説明会申込書等は、新宿区ホームページから取り出せ

職員の再就職状況を公表します
「新宿区職員の退職管理に関する条例」第4条の規定に基づき、新宿区
を離職した課長級以上の職員のうち、
営利企業、公益団体等に再就職した
職員の状況を公表します。
問合せ 人事課人事係（本庁舎3階）
☎
（5273）
4053
離職時の職
東京オリンピック・
パラリンピック開催等担当部長
福祉部長
みどり土木部長

再就職先の名称

再就職先に
おける地位

新宿未来創造財団

事務局長

区社会福祉協議会
歌舞伎町タウン・マネージメント

事務局長
事務局長

人材育成センター専任講師

若松地域センター管理運営委員会

事務局長

新宿清掃事務所長

区勤労者・仕事支援センター

福祉部長

落合中学校長

早稲田大学大学院教育学研究科

客員教授

新宿西戸山中学校長

日本体育大学

議会事務局長

区勤労者・仕事支援センター

事務局長

教授

※離職日は令和4年3月31日(人材育成センター専任講師の離職日は令和3年3月31日)、
再就職日は令和4年4月1日です。

自転車等駐輪対策 協 議 会
日時 6月29日㈬午後1時15分〜2時45分

募集施設

現地説明会日時

①東五軒町地域交流館・児童館
（東五軒町5―24）

6月29日㈬午前10時30分〜11時30分

②中町地域交流館・児童館
（中町25）

6月30日㈭午前10時30分〜11時30分
※説明会は細工町学童クラブ(細工町1―3)で
行います。

③西新宿シニア活動館
（西新宿4―8―35）

7月4日㈪午後2時〜3時
※午後3時45分からささえーる 薬王寺（市谷
薬王寺町51）で地域支え合い活動の見学があ
ります。

④新宿地域交流館
（新宿5―3―13）

7月6日㈬午後3時30分〜4時30分

⑤四谷スポーツスクエア
（四谷1―6―4）

日時・申し込み方法等詳しくは、新宿区ホーム
ページでご案内しています。

問合せ ▶①②…子ども家庭支援課児童館運営係（新宿7―3―29、新宿こ
こ・から広場内）☎（5273）4544・㋫（3232）0666、▶③④…地域包括ケ
ア推進課高齢いきがい係
（本庁舎2階）☎（5273）4567・㋫（6205）5083
▶ ⑤ … 生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 課 生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 係（ 第1分 庁 舎7階 ）
☎（5273）4358

内容 市 谷 薬 王 寺 町 地 域 の 住 居 表 示

ポーツ課スポーツ振興係☎
（5211）

実施素案の答申

3627、
▶工事…千代田区道路公園課計

会場・申込み 当日直接、区役所本庁舎

画・設計係☎
（5211）
4242、
▶その他…

5階大会議室へ。

区生涯学習スポーツ課生涯学習スポー

問合せ 地域コミュニティ課住居表示

ツ係
（第1分庁舎7階）
☎
（5273）
4358

係（本庁舎1階）☎（5273）3521

会場・申込み 当日直接、
新宿ファースト

区民のひろば

費用・㋲申込み・㋣問合せ

ウエスト
（西新宿1―23―7）
へ。

問合せ 区政情報課広報係
（本庁舎3階）

問合せ 交通対策課交通企画係(本庁舎
7階)☎（5273）4265

ます。

☎（5273）4064・㋫
（5272）5500
★催し・講座★

次世代育成協議会

外濠公園運動施設（市谷本村町・
千代田区五番町）の利用休止

□思い出ノートづくり講座 6月28

日時 7月8日㈮午後2時30分〜4時30分

期間 ▶ 野 球 場 …9月 上 旬 〜 令 和5年

日 ㈫、
7月26日 ㈫、
8月30日 ㈫ 午 後1

会場・申込み 当日直接、区立産業会館

3月31日 ㈮（ 予 定 ）、▶テニスコート

（BIZ新宿、西新宿6―8―2）
へ。

…8月1日㈪〜10月上旬（予定）

時〜3時、あんじゅうむ大久保(大久

※詳しくは、千代田区ホームページ（㋭

枚の写真から思い出を綴る。㋓無料。

☎
（5273）
4261

https://www.city.chiyoda.lg.jp/

㋲6月27日㈪までに電話か電子メー

住居表示審議会
日時 7月7日㈭午後3時〜4時

①講座・催し名
②〒・住所
③氏名
（ふりがな）
※往復はがきは、
各記事
④電話番号
で指定がある場合のみ。
※費用の記載のないも （往復はがきの場
のは、
原則無料。
合は、返信用にも
※電子メールは、件名に
住所・氏名）
講座・催し名を記入。

講座・催し等の
申し込み

６月の新宿区の人口

㋣ 午前9時〜午
ルで。
各回先着12名。

html ）
をご覧ください。

後6時に一福☎（6457）6138・

問合せ ▶利用…千代田区生涯学習・ス

㋱info-ippuku＠j-lifedesign.com

１日現在

（増減は前月比）

住民基本台帳人口 345 175人（1 513人増）
世帯数

221 629世帯（1 463世帯増）

日本人

外国人

人口計

307 925人
（102人減）

37 250人
（1 615人増）

男

153 753人
（29人減）

19 322人
（929人増）

女

154 172人
（73人減）

17 928人
（686人増）

1
保1）
で。
区内在住の60歳以上対象。

問合せ 子ども家庭課企画係
（本庁舎2階）

shisetsu/bunka/sotobori-ground.

はがき・ファックス等
の記入例

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

