
令和2年（2020年）2月25日発行　第 2311号（3）
災害関連情報・区政情報を即時に発信

アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info

区公式フェイスブック shinjuku. info

新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は ☎03（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

入会金1人200円、会費1人月額500円で、福利厚生サー
ビスを利用できます。従業員全員での入会が原則です。
事業主が負担した入会金・会費は税法上、損金または必
要経費として計上できます（個人事業主は不可）。

【対象】区内に事業所がある従業員数300名以下の中小企業等の従業員・事業主
【内容】▶遊園地・フィットネスクラブ・入浴施設等の利用補助、▶演劇・コン
サート・美術展やスポーツ観戦券の割引販売、▶レストラン等の食事券の割
引販売、▶宿泊施設や国内・海外旅行ツアーの割引や宿泊補助、▶健康診断・
人間ドックの割引や利用補助（会員のみ）、▶祝金、見舞金、弔慰金等の給付ほ
か

【問合せ】ぱる新宿☎（3208）2311へ。

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。

講座・講座・
催し等の
申し込み申し込み

はがき・ファックスの記入例

高年齢者就職面接会

　複数の企業と面接できます（参加に
は、新宿わく☆ワークへの登録が必要）。

【日時】3月10日㈫午前10時30分～午
後1時30分（受け付けは午後0時30分
まで）

【会場】新宿ここ・から広場しごと棟（新
宿7―3―29）

【対象】都内在住のおおむね55歳以上
【持ち物】履歴書（写真を貼る。面接1社
に付き1通）

【問合せ】新宿わく☆ワーク☎（5273）
4510へ。

女性の活躍推進企業サポート

事業最終成果発表会 

● 会社を成長させる秘訣は
   女性の活躍推進にあった

【日時】3月12日㈭午後1時30分~4時
30分（受け付けは午後1時から）

【会場】区立産業会館（BIZ新宿、西新宿
6―8―2）

【対象】女性の活躍推進・積極採用に取
り組みたい企業の方（各企業2名まで）、
復職を目指す方、100名

【内容】▶参加企業（4社）の事例発表
▶基調講演「女性に選ばれる会社にな
るには」（講師は薄井シンシア／ACCJ
アメリカ商工会議所観光産業委員会委
員長）
▶パネルディスカッション「この会社
に入社した理由、働き続けられる理由」

【申込み】2月27日㈭～3月9日㈪に電
話 で 同 事 業 事 務 局（ ア デ コ ㈱ 内 ）
☎（5326）2116へ。同事業ホームページ

（㋭https://www.adecco.co.jp/
client/support_program/div_
woman/report/）からも申し込めま
す。区内在住の方、区内の企業を優先し
て先着順。

若者自立支援イベント 

● ちょっと困っている人の「働き方」
【日時】3月22日㈰午後1時15分～3時
45分

【会場】新宿リサイクル活動センター
（高田馬場4―10―2）
【対象】発達障害やその傾向のある方、
保護者ほか、40名

【内容】セミナー「ちょっと困っている
人の‟働き方”」（講師は對馬陽一郎／
NPO法人さらプロジェクト）、座談会

「自分に合ったはたらき方」（出演はあ
んだんて構成団体）

【共催】新宿区
【申込み】電話かファックス（3面記入
例のとおり記入）で、区勤労者・仕事支
援センター☎（3200）3311・㋫（3208）
3100へ。応募が定員に満たない場合
は、当日参加可。

区内企業向けセミナー 

● 経営効果が期待できるダイバーシテ
ィマネジメント

～女性活躍の推進と人事マネジメント法
【日時】3月23日㈪ 午後2時～4時
【会場】区役所本庁舎5階大会議室
【対象】区内の企業経営者・管理職・従業
員、15名

【内容】▶新宿区ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業認定証授与式
▶企業を構成する一人一人が能力を発
揮できる体制・環境をつくり、企業の生
産性の向上へつなげるためのセミナー

（講師は酒井美重子／経営コンサルタ
ント）

【申込み】2月27日㈭から所定の申込書
をファックスで男女共同参画推進セン
ター（ウィズ新宿、荒木町16）☎（3341）
0801・㋫（3341）0740へ。先着順。申込
書は同センター・区立図書館等で配布
しているほか、新宿区ホームページか
ら取り出せます。

中小企業で働く方向けの講座 

● 新入社員・若手社員のための
　ビジネス基礎研修

【日時】4月17日㈮午前9時30分～午後
5時

【対象】区内在住で中小企業に勤める
方、区内の中小企業に勤める方（いずれ
も採用予定者を含む）、20名

【内容】ビジネスマナー・ビジネススキ
ル・コミュニケーションの基本に関す
る講義と演習

【費用】2，500円（テキスト代等）
【会場・申込み】はがきかファックス（1
人に付き1枚）に3面記入例のほか勤務
先の名称・所在地・電話番号を記入し、
3月16日（必着）までにぱる新宿（区勤
労者・仕事支援センター勤労者サービ
ス 課、〒160-0022新 宿7―3―29、新
宿ここ・から広場しごと棟）☎（3208）
2311・㋫（3208）3100へ。応募者多数
の場合は抽選し、結果は応募者全員に
3月23日㈪までにお知らせします。申
し込みが10名に満たない場合は中止
します。

講演「子ども・若者の “ いまどき”

ネット・SNS」 

【日時】3月29日㈰午後1時～3時20分
（受け付けは午後0時30分から）
【会場】中央図書館（大久保3―1―1）
【対象】子ども・若者のインターネット
利用・SNS利用に悩みのある保護者・
ご家族・支援者ほか、50名

【内容】最新のネット・SNSの情報紹
介、ネット・SNSを利用する子どもの
導き方、対応方法（講師は遠藤美季／エ
ンジェルアイズ代表、情報教育アドバ
イザー・ネット依存アドバイザー）

【申込み】3月27日㈮までに電話かファ
ックス（3面記入例のほか参加人数を記
入）で消費生活就労支援課☎（5273）
3925・㋫（5273）3110へ。応募が定員に
満たない場合は、当日参加可。

公園・緑地の整備、緑確保のた

めの総合的な方針を改定します

　「都市計画公園・緑地の整備方針」
「緑確保の総合的な方針」の改定案につ
いてご意見を募集します。

【募集期間】3月19日㈭まで
【閲覧場所】▶新宿区…みどり公園課
（本庁舎7階）、区政情報課（本庁舎3
階）、区政情報センター（本庁舎1階）で
は改定案全文が閲覧できるほか、新宿
区ホームページでもご覧いただけま
す。また、特別出張所、区立図書館では
概要版がご覧いただけます。
▶東京都…緑地景観課（都庁第二本
庁舎12階）、都民情報ルーム（都庁第
一本庁舎3階）で閲覧できるほか、東
京 都 都 市 整 備 局 ホ ー ム ペ ー ジ

（ ㋭http://www.toshiseibi.metro.
tokyo.lg.jp/seisaku/）で も ご 覧 い
ただけます。

【意見の提出方法】3月19日（消印有効）
までに郵送または電子メールで東京都
都市整備局緑地景観課（〒163―8001
西 新 宿2―8―1）・㋱S0000169@
section.metro.tokyo.jpへ。

【問合せ】▶東京都都市整備局緑地景観
課☎（5388）3315、▶区みどり公園課
公 園 管 理 係 ☎（5273）3914（ 整 備 方
針）、▶区みどり公園課みどりの係
☎（5273）3924（緑確保）（いずれも本
庁舎7階）へ。

休 日 納 税 相 談ご利用ください

区内中小企業・個人商店等の事業主の方へ

お手伝いしますお手伝いします

中小企業・商店の福利厚生

　平日の納付相談が困難な方は、この機会にご相談ください。来庁の際には、収
入や生活状況を確認できる書類などをお持ちください。来庁できない場合は、電
話での相談も受け付けています。納期限を過ぎて納付や連絡がない場合は、差し
押さえ等の滞納処分を行うことになります。

【開設時間】3月8日㈰午前9時～午後4時30分
【開設場所・問合せ】▶税務課納税係（本庁舎6階）☎(5273)4534へ。
※当日は閉庁日のため、区役所本庁舎夜間通用口（建物裏側地下1階）をご利用
ください。車いすをご使用の方は、事前にご連絡ください。
※納税催告センターから、電話で納付確認のご案内をしています。

【日時】3月14日㈯午前10時～12時
【会場】新宿消費生活センター分館（高田馬場1―32―10）
【対象】区内在住・在勤の方、30名
【内容】講演「食・農そして未来～命と環境を守る有機農
業の多面性」（講師は飯尾裕光／愛農会専務理事・事務局長、愛農高校副理事長）

【主催・申込み】往復はがきかファックス（3面記入例のとおり記入）で、3月1日（必
着）までに有機農産物愛好グループすずな会（〒169-0075高田馬場1―32―10、
新宿消費生活センター分館内）㋫（3205）1007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☎（5273）3834へ。

　区内12か所の自動交付機による住民票の写
しと印鑑登録証明書の交付サービスは、コンビ
ニ交付サービスの導入や自動交付機の老朽化等
により終了します。
● コンビニ交付サービスとは

【利用時間】午前6時30分～午後11時
【取得できる証明書】▶住民票の写し、▶印鑑登
録証明書、▶特別区民税・都民税の課税（非課
税）・納税証明書

【証明書交付手数料】各証明書1通に付き200円
【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）
☎（5273）3601へ。

マイナンバーカードの
申請はお早めに

　コンビニ交付サービスの
利用にはマイナンバーカー
ドが必要です。取得には申
請から1か月程度かかりま
すので、早めに申請してく
ださい。申請方法等詳しく
は、新宿区ホームページを
ご覧いただくか、お問い合
わせください。

令和2年3月31日で
自動交付機サービスを終了します

コンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用ください4月1日からは

消 費 者 講 座

▲講座の様子
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