
★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★
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◆住民記録

▶転入・転出・転居・世帯変更の届出（国外
からの転入は取り扱いません）、▶マイナ
ンバーカード（個人番号カード）・住民基本
台帳カードによる転入届出（事前に前住所
地でカードでの転出届出が必要）、▶外国
人住民の住居地届（在留カードまたは特別
永住者証明書（在留カード等へ切り替える
前の方は外国人登録証明書）が必要）、▶住
民票の写し、住民票記載事項証明書の交付

（請求できるのは、本人か同一世帯の家族
のみ。広域交付住民票の写しは発行できま
せん）、▶不在住証明書の交付、▶印鑑登録
申請・廃止の届出、▶印鑑登録証明書の交
付（印鑑登録証（カード）が必要）、▶自動交
付機の利用登録申請、▶通知カードの申
請、▶マイナンバーカード（個人番号カー
ド）の交付、▶マイナンバーカード（個人番
号カード）への電子証明書の申請、▶特別
永住者に関する申請等

【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁舎
１階）☎（5273）360１へ。
◆戸籍

▶戸籍届書の預かり（届書の内容は翌開庁

日に確認）、▶埋火葬・改葬許可証、区民葬
儀券の交付、▶戸籍・除籍・改製原戸籍謄抄
本、戸籍・除籍全部（個人）事項証明書、戸籍
の附票の写しの交付（請求できるのは、そ
の戸籍に記載されている方と配偶者、直系
血族（関係が確認できる戸籍等が必要）の
み）、▶身分証明書、不在籍証明書の交付

【問合せ】戸籍住民課戸籍係（本庁舎１階）
☎（5273）3509へ。
◆国民健康保険

▶加入・脱退の届出
【問合せ】医療保険年金課国保資格係（本庁
舎４舎４舎 階）☎（5273）４１４6へ。
◆区税

▶課税（非課税）・納税証明書の交付（申
告等により税情報がある方のみ）

【問合せ】税務課収納管理係（本庁舎6階）
☎（5273）４１39へ。
プレミアム付商品券を販売します

【会場】区役所本庁舎地下１階１１会議室
【問合せ】新宿区プレミアム付商品券専用
コールセンター☎0１20（20４）669（土・日曜
日、祝日等を除く午前9時～午後7時）

住民税の納税相談・国民健康
保険料の納付相談も実施します

　電話でも相談できます。
【開設時間】午前9時～午後４時30分
【開設場所・問合せ】▶特別区民税・都民税
…税務課納税係（本庁舎6階）☎（5273）
４53４へ。▶国民健康保険料…医療保険年
金課納付相談係（本庁舎４階）☎（5273）
3873・☎（5273）４530へ。

2月の各種相談 ※複雑な相談内容には
資料をお持ちください

く
ら
し
・
法
律

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 7㈮・2１㈮１3:00～１6:00 本庁舎１階ロビー
人権・身の上相談 7㈮・2１㈮１3:00～１6:00 第１分庁舎2階

区民相談室
総務課総務係

☎（5273）3505公益通報相談 27㈭１４:00～１6:00

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・
面接相談

（電話予約）
☎（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）電話…
9:00～１7:00、来所…9:00～１6:30 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 25㈫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）
9:00～１6:00( 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

１5㈯１3:00～１7:00（申込書で予約） 中央図書館（大久保3-１-１）☎（336４）☎（336４）☎（336 ）１４2１
26㈬１6:00～20:00（申込書で予約） 角筈図書館（西新宿４（西新宿４（西新宿 -33-7）☎（537４-33-7）☎（537４ １）00１0

税務相談 ４㈫・１8㈫
１3:30～１6:00( 電話予約 )

第１分庁舎2階
区民相談室

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 １7㈪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。

子
ど
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 お近くの公立の保育園、子ども園へ（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）。

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
電話相談☎（533１）0099

住
宅
・
建
築

住み替え相談
不動産取引相談

6㈭・7㈮・１3㈭・１４㈮・20㈭・2１４㈮・20㈭・2１４ １㈮・27㈭・28㈮
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 １４㈮・28㈮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 7㈮・2１㈮１3:00～１5:１5（電話予約）

安全安心・建築
なんでも相談

１9日㈬
9:30～１6:00 区役所本庁舎地下１階１１会議室 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
年金・労務等
無 料 相 談 １４㈮１3:00～１6:00 区役所本庁舎

１階ロビー
主催・東京都社会保険労務士会

新宿支部☎（6302）１353

税理士による
無料税務相談

①3㈪四谷、１0㈪牛込簞笥、１7㈪榎町、②１9㈬戸塚、28
㈮落合第一（要電話予約）の各地域センター。時間は
１3:00～１6:00

主催①東京税理士会四谷支部☎（3357）
４858・②新宿支部☎（3369）3235

マンション問題
無料なんでも相談

5㈬・１9㈬
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
☎050（80１４）8392

無料不動産相談所
（不動産取引相談） １2㈬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 26㈬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 １４㈮１3:00～１6:00 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☎（5４6４）5887
東京土地家屋調査士会新宿支部☎（336４東京土地家屋調査士会新宿支部☎（336４東京土地家屋調査士会新宿支部☎（336 ）65１0

行 政 手 続・法 務 等
行政書士による無料相談

４㈫・１8㈫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。

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� 349,192人（111人減）
世帯数� 222,369世帯（163世帯減）

日本人 外国人

人口計 306,124人
（31人増）

43,068人
（142人減）

男 153,108人
（8人減）

21,914人
（60人減）

女 153,016人
（39人増）

21,154人
（82人減）

区民のひろば
費用・ 申込み・ 問合せ

情報公開・個人情報保護審議会

【日時】１月29日㈬午後2時～４時
【会場・申込み】傍聴を希望する方は当日直
接、区役所本庁舎6階第3委員会室へ。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）
☎（5273）４06４へ。

【受付窓口】新宿区保養施設受付（区
役所本庁舎１階）☎（5273）388１

【受付時間】月～金曜日（祝日等を除
く）午前9時～午後5時（土・日曜日、
祝日等は☎（5369）3902（午前１0時
～午後6時）へ。

【利用期間】４月25日㈯～5月１0日㈰
【利用日数】3泊４日以内（１グループ5
室以内）

【対象】区内在住・在勤の方と同行する方
【申込み】１月25日（必着）までに専用往

復はがき（受付窓口と特別出張所で配
布）でお申し込みください。はがきは１
グループ１枚。抽選結果は応募者全員
に2月8日㈯までにお知らせします。
当選した方は2月１４日㈮までに受付
窓口に電話または直接、利用申請を
してください。期限までに利用申請
がない場合は、当選結果（予約）を取
り消します。
※抽選後の空室は、通常どおり利用
希望日の2か月前の同日から2日前ま
で受付窓口で予約を受け付けます。

【区の担当課】教育支援課教育活動支
援係☎（3232）１058

清風園を廃止し、跡地に民設民営
の障害者グループホーム等を新たに
整備します。説明会は、当日直接、会
場へおいでください。

【説明会日時・会場】▶１月１8日㈯午後
3時～４時…清風園（中落合１―7―
26）、▶１月１9日㈰午前１0時～１１時

…落合第二地域センター（中落合４―
１7―１3）

【問合せ】地域包括ケア推進課高齢い
きがい係（ 本 庁 舎2階 ）☎（5273）
４567、企 画 政 策 課（ 本 庁 舎3階 ）
☎（5273）3502へ。

【開設時間】午前9時～午後5時
【開設場所】区役所本庁舎1階（本庁舎1
階の出入口が利用できます）
⃝取り扱い事務と注意事項
下記事務以外は取り扱いません。必要

書類・本人確認書類等を事前に必ず担当
係へお問い合わせの上、おいでください。

高齢者いこいの家高齢者いこいの家高齢者いこいの家高齢者いこいの家高齢者いこいの家高齢者いこいの家高齢者いこいの家高齢者いこいの家高齢者いこいの家清風園廃止清風園廃止清風園廃止清風園廃止清風園廃止清風園廃止清風園廃止とと跡地活用方針案跡地活用方針案跡地活用方針案跡地活用方針案跡地活用方針案跡地活用方針案跡地活用方針案跡地活用方針案のののの説明会説明会説明会説明会

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★
□フルートオーケストラコンサート
１月25日㈯午後2時～４時、角筈区民
ホールで。お子さんも参加可。㋓無料。
㋲当日直接、会場へ。㋣百音の会・北川
☎090（80１3）7229
□第20回動脈硬化教育フォーラム
市民公開講座「今からでも遅くない
動脈硬化予防」　2月2日㈰午前9時
20分～１0時50分、京王プラザホテル

（西新宿2）で。メタボ・糖尿病対策や
高LDLコレステロール血症について。

㋓無料。㋲１月30日㈭までに電話で。
先着１50名。㋣午前9時～午後5時に
同フォーラム市民公開講座担当（㈱サ
ンプラネット内）☎（59４0）26１４
□市民公開講座「予防で築く健康長
寿社会」　2月8日㈯午後2時～3時30
分（午後１時４5分開場）、京王プラザホ
テル（西新宿2）で。講師は舞の海秀平・
NHK大相撲解説者、山内英子・聖路
加国際病院医師。㋓無料。㋲当日直
接、会場へ。先着300名。㋣月～金曜日
に日本総合健診医学会第４8回大会運
営事務局☎（3277）2385
□第2回公開健康講座「私達の皮膚を
最大限に守るために」　2月１5日㈯
午後2時～４時、京王プラザホテル

（西新宿2）で。㋓無料。㋲事前に電話
で。先着300名。㋣月～金曜日の午前
9時 ～ 午 後5時 に 至 誠 会 事 務 局
☎（5362）0４４8

11月月はは２２66日日 第4日曜日の区役所本庁舎の区役所本庁舎の区役所本庁舎の区役所本庁舎の区役所本庁舎の区役所本庁舎の区役所本庁舎の区役所本庁舎窓口開設

ヴィレッジ女神湖ヴィレッジ女神湖(長野県立科町)(長野県立科町)
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