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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。

☎（3209）9999 午前8時～午後10時㋫（3209）9900
区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

社労士１１０番（電話無料相談）
☎（５２８９）８８４４

月・水曜日（祝日等除く）
10:00～16:00

主催・東京都社会保険労務士会
※年金・労務等の相談をお受けします。

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
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。

公立の保育園、子ども園

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
☎（3232）2070

住
宅
・
建
築

住み替え相談
不動産取引相談

5㈭・6㈮・12㈭・13㈮・19㈭・20㈮・26㈭・27㈮
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 13㈮・27㈮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 6㈮・20㈮13:00～15:15（電話予約）

安全安心・建築
なんでも相談

11㈬13:30～16:00
（電話予約）

落合第一地域センター
( 下落合4-6-7)

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

11月の各種相談 ※中止・変更となる場合があります。
事前に各主催者へご確認ください。

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 6㈮ ·20㈮13:00～16:00 本庁舎1階ロビー

公益通報相談
【公益保護委員（弁護士）による電話相談】
☎（3516）1141（横山敏秀）・☎（5733）0133（大野
徹也）・☎（3580）5456（松田育子）

総務課総務係
☎（5273）3505

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

☎（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）
9:00～17:00（電話相談） 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 24㈫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）
9:00～19:00( 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

21㈯12:00～16:00（申込書で予約） 中央図書館（大久保3-1-1）☎（3364）1421
25㈬16:30～20:30（申込書で予約） 角筈図書館（西新宿4-33-7）☎（5371）0010

税務相談（電話相談）10㈫・17㈫13:30～16:00（電話予約） 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 16㈪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。

マンション問題
無料なんでも相談

4㈬・18㈬
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
☎090（1033）9386

無料不動産相談所
（不動産取引相談） 11㈬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 25㈬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 10㈫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☎（3369）0838
東京土地家屋調査士会新宿支部☎（3364）6510

行 政 手 続・法 務 等
行政書士による無料相談

17㈫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。

相続・不動産無料相談会

　不動産鑑定士・税理士・司法書士等が
相談をお受けします。

【日時】10月26日㈪午後1時～5時
【会場】赤城生涯学習館（赤城元町1―3）
【対象】区内在住の方、区内に土地・建物
をお持ちの方、10組

【後援】新宿区
【主催・申込み】10月19日㈪～23日㈮
に電話でNPO法人日本地主家主協会
事務局☎（3320）6281（午前9時～午後
5時30分）へ。先着順。

レクリエーション・

フォーラム2020

【日時】11月14日㈯午前10時～午後4
時

【会場】新宿コズミックセンター（大久
保3―1―2）

【対象】区内在住・在勤・在学の18歳以
上、30名

【内容】障害のある方との交流を目指し
て障害疑似体験やレクリエーションで
の受け入れ体験を行う

【費用】1人1,000円（資料代・保険料）
【申込み】はがきかファックスに3面記
入例のほか年齢を記入し、11月7日（必
着）までにNPO法人新宿区レクリエー
ション協会・金子和子（〒161-0032中
落合3―11―9）☎・㋫（3565）0120へ。
応募者多数の場合は抽選し、落選した
方にのみ連絡します。

司法書士の無料相談会

　相続などの不動産登記、会社の登記、
成年後見、不動産の賃貸借のほか訴訟・
空き家問題等の相談をお受けします。

【日時】10月29日㈭午前10時～午後4時
【会場】区役所本庁舎1階ロビー
【申込み】10月28日㈬までに電話で
東京司法書士会新宿支部☎（3369）0838

（月～金曜日午前9時～午後1時）へ。

◆住民記録

▶転入・転出・転居・世帯変更の届出（前
住所地の市区町村に確認が必要な場合
は手続きできない場合があります。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による転出
届出をする必要があります）、▶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）、▶マイナンバー
カード（個人番号カード）の交付・届出
等、▶公的個人認証（電子証明書の発行
等）、▶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。

　やむを得ない理由で納付が困難な
場合は、分割での納付も可能です。こ
の機会にご相談ください。電話での相
談も受け付けます。

【開設時間】午前9時～午後4時30分
【開設場所・問合せ】医療保険年金課
納付推進係（本庁舎4階）☎（5273）
4158へ。
※国保料催告センターから、電話で納
付確認をしています。
※火曜日は午後7時まで窓口を延長し、
相談・納付をお受けしています。

【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。

１０１０１０１０月月ははは

２２２２２５５５５５５５５日日日日日
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

区が行う行政活動が区民の皆さんの生活にどのような成果をもたらしている
のかを分析・検証する行政評価を実施しています。評価結果は、企画政策課・区政
情報センター（本庁舎1階）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。今回公表している行政評価は暫定版です。確定版については、年度末
に報告書を発行する予定です。

【問合せ】企画政策課（本庁舎3階）☎（5273）3502へ。

行政評価（内部評価）実施結果をお知らせしますをお知らせしますをお知らせしますをお知らせしますをお知らせしますをお知らせしますをお知らせしますをお知らせしますをお知らせします

国民健康保険料の

納付相談も実施します

予約方法は、マイナンバーカードの交付申請後に届く「交
付通知書」に同封の案内をご確認ください。

【開設時間】午前9時～午後5時
【開設場所・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受け取り窓口を臨時開設します

◆受け取りには事前予約が必要です
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◆行政評価で目指す達成目標

▶行政評価を活用したPDCAサイクルによる「計画・実行・評価・見直し」の仕組み
の確立、▶これからの公共サービスのあり方の見直し・効率的な区政運営の実現、
▶説明責任の確保・区政の透明性の向上、▶職員の意識改革と政策形成能力の向上
◆令和2年度の評価内容

①総合計画の6つの個別施策についての評価
6個別施策ともほぼ順調に取り組み、おおむね成果を上げている
②令和元年度に実施した第一次実行計画１１3事業についての評価

「計画以上」…5事業、「計画どおり」…106事業、「計画以下」…2事業
③経常事業８４事業の取組状況

「適切」…81事業、「改善が必要」…3事業


	第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設

	行政評価（内部評価）実施結果をお知らせします

	マイナンバーカードの受け取り窓口を臨時開設します

	11月の各種相談

	区関連・官公署情報


