
1
しんじゅく多文化防災訓練 外国人が地域住民とともに、初期消火・煙ハウス・起震車・ＡＥＤ等

の体験型訓練を消防署等の指導により実施する。

危機管理担当部 危機管理課地域防災係

2

震災啓発ビデオ・DVDの貸出し 平成16年12月製作

【題名】あなたは生き残れるか！？

【貸出場所】防災センター

【収録時間】約18分

【言語】英語、中国語、韓国語、日本語字幕

【仕様】VHS・DVD

危機管理担当部 危機管理課地域防災係

3 防災思想の普及 外国人向けにやさしい日本語を使った防災講話を実施する。 危機管理担当部 危機管理課地域防災係

4

多様な主体との連携による多世代への防

災意識の普及啓発

 平成28年度から3箇年実施した協働事業で得られた経験を踏まえ、

区単独での新規事業として、引き続き「楽しみながら防災について学

ぶことのできる防災イベント」を実施する。開催方法は、「多文化防

災フェスタしんじゅく」と合同開催し、イベント内ではボランティア

が外国人来場者へのサポートを行う。

※令和４年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため「しんじゅく

防災フェスタ」中止

危機管理担当部 危機管理課地域防災係

5

庁舎組織案内図 【発行時期】組織改正・名称変更時

【編集・発行】総務課庁舎管理係

【配布場所】区役所総合案内ほか

【言語】日本語、英語、中国語、韓国語

【規格】A4判チラシ（A3判を縮小印刷）

総務部 総務課庁舎管理係

6

外国人向け冊子「東京23区の住民税」 【発行時期】年１回（７～８月頃）

【編集・発行】特別区税務課⾧会。23区が持ち回りで編集を担当、㈱

ぎょうせいが販売するものを各区が購入する。

【配布場所】税務課

【言語】日本語、英語、中国語、韓国語

【規格】B5判、50ページ程度、2色刷

総務部 税務課税務係

7

住民基本台帳事務 窓口における証明書の請求書、届書、制度の周知・説明チラシ、パン

フレット等の印刷

【種類】住民異動届、住民票等の請求書、転出される方へ、住民票

コード通知、個人番号制度のパンフレット等

【言語】英語、中国、韓国語

地域振興部 戸籍住民課住民記録係、調整係

8

外国語版介護保険べんり帳 【発行時期】3年ごと（令和3年3月作成、４月発行、次回令和6年3月

作成予定）

【配布場所】高齢者総合相談センター等

【発行部数】各500部（３言語）

【言語】英語、中国語、韓国語

【仕様】A4判、32ページ、黒１色刷り

福祉部 介護保険課推進係

9

介護保険料の納付勧奨ちらし 【印刷時期】毎年

【言語】英語、中国語、韓国語

【仕様】A4判、1枚、モノクロ両面

福祉部 介護保険課資格係

10

外国人向け「生活保護のしおり」 平成19年度に作成した生活保護制度の外国人向け説明書を配付する。

対象者が少人数のためコピーにて随時対応。

【言語】タガログ語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語、中国

語、ミャンマー語、ベトナム語、韓国語、タイ語

※各言語に日本語併記

【仕様】A4判、26ページ、白黒コピー

福祉部 生活福祉課

11

健（検）診受診勧奨リーフレット 健康診査・がん検診事業の普及のため、医療保険年金課、各特別出張

所で配布。

「くらしと国保」に挟み込み。

【言語】①4か国語併記（日本語、英語、中国語、韓国語）

    ②4か国語併記（日本語、ミャンマー語、ネパール語、

     ベトナム語）

健康部 健康づくり課健診係

令和４年度 多文化共生関連施策一覧
※項目分類は、新宿区発行の生活情報紙（８種類）による。

事業名 内容/概要 所管部 所管課

１．緊急時や災害に備えて

２．住所の手続き・税金

３．保険・健康管理・福祉
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国民健康保険のご案内(ダイジェスト版)

の発行

 外国人被保険者への情報発信強化を目的とし、外国人被保険者向け

国民健康保険制度周知用リーフレット「国民健康保険のご案内(ダイ

ジェスト版)」を発行する。

【発行時期】令和4年9月

【規格】A3判二つ折り、両面オールカラー

【言語】ルビ付き日本語、英語、中国語、韓国語

【掲載内容】国民健康保険制度の要点、区ホームページへリンクする

QRコード、お問い合わせ先等

【配布場所】医療保険年金課、各特別出張所、戸籍住民課、税務課、

区政情報課、区政情報センター、しんじゅく多文化共生プラザ、各保

健センター、各図書館、各スポーツ施設、区内指定の日本語学校や大

学

【配布方法】①庁内・区立施設 ②日本語学校・大学

健康部 医療保険年金課庶務係

13

外国語版くらしと国保の発行 【冊子表題】国民健康保険のご案内

【発行時期】年１回

【配付場所】医療保険年金課、各特別出張所、戸籍住民課

【言語】①４か国語併記（日本語、英語、中国語、韓国語）

    ②４か国語併記（日本語、ミャンマー語、ベトナム語、

     ネパール語）

【仕様】①②ともA４判、３６ページ(表紙4ページ、本文３２ペー

    ジ）、1色刷

健康部 医療保険年金課庶務係

14

国民健康保険及び国民年金の外国人加入

者対応窓口

国民健康保険及び国民年金の資格等に係る窓口において、外国語を話

せる派遣職員を活用し、外国人加入者への窓口対応向上及び窓口混雑

緩和を図る。

【派遣時期】

 ４月～１０月・３月（国保資格係）

 ４月～９月・１月～３月（年金係）

【派遣人数】

  常時２～３名（国保資格係）

  常時１～３名（年金係）

【業務内容】

 外国人の国民健康保険新規加入手続き、簡易申告手続き等及び国民

年金の新規加入、免除、給付手続き等

健康部 医療保険年金課庶務係

15

外国人留学生向け窓口の設置 繁忙期の国民健康保険の資格等に係る窓口混雑緩和対策として、外国

語を話せる派遣職員を活用し、入学時期における外国人留学生向け窓

口を設置する。

【派遣時期】

 ①4～5月 ②6～7月 ③9～10月 ④3月

【派遣人数】

 1名

【業務内容】

 外国人留学生にかかる国民健康保険の新規加入手続き、簡易申告手

続き等

健康部 医療保険年金課庶務係

16

国民健康保険料減額ちらし 外国人留学生向けに国民健康保険料減額申請後の説明として窓口で配

布。

【言語】6か国語併記（英語、中国語、韓国語、ベトナム語、

    ネパール語、ミャンマー語）

【仕様】Ａ４判、両面１色刷

健康部 医療保険年金課国保資格係

17

外国人電話相談 【実施時期】木曜日 13:00～17:00

【言語】英語、ポルトガル語、スペイン語

【内容】上記言語外国人電話相談

【その他】抗体検査日(月2回)のみ。上記言語以外タイ語も対応。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、HIV抗体検査事業は縮

小し、月１回実施している。

健康部 保健予防課予防係

18
結核健康診断 日本語学校就学生で修業年限1年未満の者への結核健康診断を実施す

る。年3回、検査項目胸部Ｘ線撮影。

健康部 保健予防課予防係

19

健康診査・がん検診 健康診査・がん検診受診ためのご案内冊子及び医療機関一覧等の翻

訳。

【言語】英語・中国語・韓国語

健康部 健康づくり課健診係

20

国民健康保険料

催告書同封チラシ

保険料滞納者への催告概要説明チラシ

【仕様】B5判、両面2色刷

【言語】７か国語併記

（日本語、英語、中国語、韓国語、ネパール語、ベトナム語、ミャン

マー語）

健康部 医療保険年金課納付推進係

21

保険料減免制度案内チラシ（多言語版）

の作成

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対する保

険料減免制度を外国人に周知するため、制度周知用案内チラシを翻訳

し、多言語版チラシを作成する。

【配布場所】医療保険年金課（ホームページでも公開）

【言語】英語、中国語、韓国語、ミャンマー語、ベトナム語、

    ネパール語

健康部 医療保険年金課国保資格係
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外国人留学生学習奨励基金 【内容】馬場敏英氏と濱田音四郎氏の寄附金を基金として運用し、外

国人留学生の育英事業を行う。

【対象】大学院、大学、短期大学及び専修学校専門課程に在学してい

る学業成績優秀で、かつ経済的援助を必要とする外国人留学生。

【金額】年240,000円（月20,000円。７月と12月の２回に分けて支

給）

【人数】15名

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

23

外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補

助金

【内容】経済的理由で修学が困難と認められる者に対して補助金を交

付する。

【対象】外国人学校に在籍する児童生徒の保護者※所得制限あり

【金額】年72,000円（月6,000円。年度末に一括支給）

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

24

日本語学習コーナー・日本語ひろばの運

営

【内容】日本語学習支援

①日本語学習用図書の館内での閲覧

②日本語ひろば（日本語教室）

 月・火・木・土の14時から1時間程度。各回10名程度。

【対象】日本語初心者

【場所】しんじゅく多文化共生プラザ

【金額】無料

地域振興部 しんじゅく多文化共生プラザ

25

日本語教室の運営 【時期】1学期：4月～7月 2学期：9月～12月 3学期：1月～3月

【費用】①1・2学期2,000円・4,000円 ②3学期1,500円・3,000円

【会場】区内10か所（しんじゅく多文化共生プラザ、地域センター、

生涯学習館等）

※令和４年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため一部教室で開

催

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

新宿未来創造財団地域交流課

26

夜の子ども日本語教室の運営 新宿区立の学校に通う日本語が苦手な小学4年生～中学3年生を対象に

夜の時間帯に日本語支援、学習支援を行う。

【時期】通年（週2回、中2・3のみ週3回）

【会場】教育センター

【参加者】小学4年生～中学3年生 コーディネーター：3名

ボランティア：通常クラス各回13名程度 中3土曜クラス各回6名程度

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

新宿未来創造財団地域交流課

27

はじめてしゃべる日本語クラス 日本語最初級者を中心に、日本での生活に必要な日本語に触れる機会

を提供する。

【時期】9～12月（週1回、9時30分～11時30分）

【会場】しんじゅく多文化共生プラザ

【参加者】外国人住民（日本語最初級者等）

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

新宿未来創造財団地域交流課

28

外国にルーツをもつ子どものための高校

進学ガイダンス

【対象】日本で高校進学を希望する外国にルーツをもち、外国語を母

語とする生徒、保護者及びその他進路指導等に携わる方

【実施時期】10月頃

【会場】新宿区立教育センター5階 大・中研修室

【内容】高校進学に関する案内、学習支援団体等の支援案内。個別相

談時間枠を設定し、事前予約制で開催

地域振興部 新宿未来創造財団地域交流課

29

日本語ボランティア養成講座 地域で外国人への日本語学習支援ボランティアをめざす人のために、

日本語の教え方を学ぶ日本語ボランティア養成講座を開催する。

地域振興部 新宿未来創造財団地域交流課

30

日本語学習支援事業

○親子日本語教室

〇身近なお役立ち日本語教室

子育て中の親(保護者）及び日本語学習が必要な段階の子どもが日本

語の支援を受けられる機会を提供する。日本語ボランティアが参加で

きる研修会を行い、ボランティアのスキルアップと交流を図る。ま

た、日本語での会話が困難な外国籍の方々が日本で生活する上で必要

な、身近で役に立つ日本語をオンラインで学ぶ機会を提供する。

地域振興部 新宿未来創造財団地域交流課

31

子ども支援ボランティア養成 子ども日本語教室 ボランティア養成講座

【時期】１コース5回、年間2回実施。

【参加者】各回15名程度

【会場】新宿区立教育センター

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

新宿未来創造財団地域交流課

32

外国人向け保育園のしおり（入園時の諸

注意）

外国籍園児の保護者に対し、言葉の違いから生じる課題を低減し、園

の概要や利用にあたっての注意事項等の理解を支援するため、外国人

向けの保育園のしおりを作成する。

【発行時期】保育園入園時（通年）

【配布場所】各公立保育園

【言語】英語、中国語、韓国語

【仕様】A4判、6ページ、1色刷

子ども家庭部 保育指導課支援係

４．仕事・在留資格

５．出産・子育て・教育
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保育園児等への日本語サポート 公立・私立保育園及び子ども園等に在籍する外国籍の園児及びその保

護者に対し、言葉や生活習慣の違いから生じる課題を低減し、園児が

よりよい園生活が送れるように支援するために以下の取組みを行って

いる。

①園児への日本語の指導・支援(幼児クラス)：年間30時間以内

②保護者への日本語通訳派遣(保護者会、個人面談等）

子ども家庭部 保育指導課支援係

34

多言語パンフレットの作成 【内容】新宿区立子ども総合センター、子ども家庭支援センター、児

童館、学童クラブ・放課後子どもひろば等のご案内

【配布場所】子ども家庭支援センター、児童館、保育園、子ども園、

幼稚園、小学校、中学校、保健センター、生活福祉課、多文化共生推

進課

【言語】日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語、タガログ語

【仕様】A3判、両面印刷、カラー

子ども家庭部 子ども総合センター管理調整係

35

子育て支援施策ガイド外国語版の作成 子どもの貧困の連鎖を防止するための取組として作成している冊子

「子育て支援施策ガイド」について、外国籍の家庭に対して、学習支

援や経済的支援など区の施策の情報を確実に得られるよう周知の充実

を図るため、子育て支援施策ガイドを外国語版に翻訳した電子データ

を作成し、区のホームページに掲載する。

【言語】英語・中国語・韓国語・ミャンマー語

子ども家庭部 子ども家庭課企画係

36

外国語併記母子健康手帳の交付 母子健康手帳交付時、希望者に各保健センター・健康づくり課・特別

出張所で配付。

【言語】英語、中国語、韓国語、タイ語、タガログ語、ポルトガル

語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語 （特別出張所では、英

語、中国語、韓国語）

【仕様】A5判、78ページ、カラー刷

健康部 健康づくり課健康づくり推進係

37

乳幼児健康診査未来所者案内通知 保健センターで実施している３～４か月健康診査、１歳６か月児健康

診査、３歳児健康診査に来所しなかった外国人保護者に翻訳した勧奨

通知を送付する。

【言語】英語、中国語、韓国語他

健康部 牛込保健センター業務係

38

乳幼児健康診査における通訳者の配置 東新宿保健センターで実施する３～４か月児健康診査日に通訳者を配

置する。

【言語】中国語、韓国語

健康部 東新宿保健センター業務係

39

乳幼児健康診査の案内通知 東新宿保健センターで実施する３～４か月児健康診査及び産婦歯科健

康相談・育児相談の案内状を送付する。

【言語】英語、中国語、韓国語併記

健康部 東新宿保健センター業務係

40

多言語離乳食リーフレット 外国籍で日本語のわからない区民向けに、翻訳した離乳食のリーフ

レットをホームページに公開する。

【言語】英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパー

ル語

健康部 東新宿保健センター業務係

41

多言語対応通訳派遣 新生児訪問や乳幼児健診等へ、必要に応じて保健・医療における通訳

技術を持つ通訳者の派遣等を行う。

【言語】英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリ

ピン語、フランス語、ネパール語、タイ語、ヒンディー語、ミャン

マー語、インドネシア語、モンゴル語、ベンガル語、クメール語、ス

ペイン語

健康部 健康づくり課健康づくり推進係

42

日本語学習支援 【内容】放課後等を利用し、各小中学校で、日本語による教科指導及

び日本語学習の指導を行う。

【回数等】1日2時間、70回

教育委員会 教育支援課教育センター

43

日本語サポート指導 【内容】外国等から編（転）入学した幼稚園児・児童・生徒を対象

に、日本語の指導及び日本の学校生活への円滑な適応を支援する。

・教育センター及び分室（牛込仲之小学校内・新宿中学校内）での集

中指導

・学校、園での個別指導

・保護者会等における通訳派遣

【回数等】1日2～4時間、週に2～5日程度

教育委員会 教育支援課教育センター

44
日本語サポート指導（手引き作成） 日本語サポート指導に関する手引きの翻訳 教育委員会 教育支援課教育センター

45

外国籍等の中学生に対する進学支援 日常会話はできても、学年相当の学習言語が不足し、学習活動の参加

に支障が生じている中学校３年生を対象に「技能別日本語（話す・聞

く・書く・読む）」に特化した進学支援を行う。

教育委員会 教育支援課教育センター

46

翌年度の新１年生向け「小・中学校への

入学案内」

翌年度小・中新１年生に向けた入学案内、学校選択制度案内

【主な配布方法】直接郵送及び区立小学校での直接配付

【言語】日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、タガロ

グ語、フランス語、ミャンマー語、ネパール語

【仕様】1色刷、A4判

教育委員会 学校運営課学校運営支援係

47

新年度区立幼稚園園児募集案内 【配布場所】幼稚園、子ども園、特別出張所、図書館、児童館、生涯

学習館、保育課、学校運営課

【言語】日本語、英語、中国語、韓国語

【仕様】1色刷・A4判

教育委員会 学校運営課幼稚園係



48

私立幼稚園等保護者補助金案内 私立幼稚園等の園児保護者に対する、入園料・保育料の補助金制度に

ついての案内

【配布場所】区内私立幼稚園、特別出張所、児童館、図書館、子ども

家庭課、子ども総合センター、子ども家庭支援センター、保健セン

ター、学校運営課

【言語】日本語、英語、中国語、韓国語

教育委員会 学校運営課幼稚園係

49

日本語学級設置 大久保小学校及び新宿中学校の通常学級に編入してきた日本語のわか

らない児童に対し、必要な時間に校内に設置された日本語学級の教室

で、日本語指導及び日本の学校生活への円滑な適応を支援する。

大久保小学校2学級、新宿中学校1学級設置。

教育委員会 学校運営課学校運営支援係

50

日本語担当教員配置 小学校及び中学校に日本語担当教員を配置し、通常学級に編入してき

た日本語のわからない児童に対し、日本語指導及び必要な時間に担当

教員が教室に入り学習指導をする。

教育委員会 教育指導課教職員係

51

翌年度の新小学校１年生向け「就学援助

のお知らせ（多言語版）」

翌年度新小学校１年生に向けた就学援助（入学準備金）の案内

【主な配布方法】直接郵送

【言語】日本語、英語、中国語（簡体字）、韓国語

【仕様】A4判、１色刷

教育委員会 学校運営課学校運営支援係

52

町会・自治会加入促進パンフレット（外

国語版）

文化の異なる外国人にも町会・自治会の活動を知ってもらうためのパ

ンフレット

【配布場所】本庁舎１階外国人コーナー、特別出張所、多文化共生プ

ラザ等

【配布部数】10,000部

【言語】英語、中国語、韓国語、日本語ルビ付き

【仕様】B４判、三つ折り

地域振興部 地域コミュニティ課コミュニティ係

53

消費者情報の提供 外国人向け消費者トラブル防止パンフレット・ポスターを作成し、区

施設等で配布する。

【言語】英語、中国語、韓国語、ミャンマー語、ネパール語、ベトナ

ム語

文化観光産業部 消費生活就労支援課

地域猫対策外国語版パンフレット

【言語】英語、中国語、韓国語

【仕様】A４判、4ページ、１色刷

健康部 衛生課管理係

外国人の猫の飼い主や餌やりに対する苦情の多い地域に掲示するため

の外国語版の啓発用プレート

【言語】英語、中国語、韓国語

健康部 衛生課管理係

外国人の犬の飼い主に対する苦情の多い地域に掲示するための外国語

版の啓発用犬型プレート

【言語】英語、中国語、韓国語

健康部 衛生課管理係

外国人の犬の飼い主に対する、犬の適正な飼養についてを啓発するた

めのパンフレット

【言語】英語、中国語、韓国語

健康部 衛生課管理係

56

ペット防災対策事業 ①ペット防災対策外国語版パンフレットを作成し、地域防災協議会や

避難所訓練の際に配布する。

【言語】英語、中国語、韓国語

【仕様】A4判、4ページ、特色1色刷

②動物救護マニュアル外国語版

【言語】英語、中国語、韓国語

健康部 衛生課管理係

57

住まいの環境衛生相談 アタマジラミ対策パンフレット「子どものアタマジラミ チェックと

対策」をホームページ上で公開する。

【言語】英語

健康部 衛生課環境衛生係

58

新宿ＷＥバスルートマップ 【配布場所】沿線施設、区施設

【言語】日本語・英語・中国語・韓国語

【仕様】A4判、両面、三つ折り

みどり土木部 交通対策課交通企画係

59

自転車安全利用五則 【配布場所】沿線施設、区施設

【言語】日本語、英語、中国語、韓国語

【仕様】A４判

みどり土木部 交通対策課交通企画係

60

自転車保険周知チラシ 【配布場所】区施設

【言語】日本語、英語、中国語、韓国語

【仕様】A3判、両面印刷、二つ折り

みどり土木部 交通対策課交通企画係

61

路上等障害物条例周知リーフレット 【配布場所】商店会等及び指導時

【言語】日本語・英語・中国語・韓国語

【仕様】A4判

みどり土木部 交通対策課監察指導係

62

講座「資源・ごみの分別とリサイクル」 【内容】日本語学校等との協働企画による講座を開催し、資源の大切

さ、ごみの分別方法、リサイクルについての学習を行う。

【対象】日本語学校学生、難民等

環境清掃部 新宿リサイクル活動センター

６．暮らし

54

人と猫との調和のとれたまちづくり

55

狂犬病予防対策等



63

路上喫煙禁止周知用ポスターステッ

カー・ティッシュ ・喫煙所案内マップ

等

【ポスター仕様】

4色刷、ポスターA1～A4判（日本語・英語・中国語・韓国語併記）、

外国語版A3（英語・中国・韓国）、耐水性

【ステッカー仕様】

4色刷、8×21（㎝）（日本語・英語・中国・韓国併記）、外国語版

（英語・中国・韓国）

【ティッシュ、喫煙所案内マップ仕様】

日本語・英語併記

【配布場所】

ごみ減量リサイクル課、特別出張所（A3（外国語版は除く）、ステッ

カー（外国語版は除く））

環境清掃部

64

路上喫煙禁止周知用 ビデオ・ＤＶＤ 【仕様】ナレーションは英語で、中国語と韓国語のテロップを表示。

約３分

【貸出場所】ごみ減量リサイクル課

環境清掃部

65

受動喫煙防止対策に係る普及啓発 ①東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に伴う飲食店向け

普及啓発ポスター（令和3年度のみ）

【言語】４か国語併記（日本語、英語、中国語、韓国語）

②デジタルサイネージを活用した区役所来庁者向け普及啓発

【言語】４か国語併記（日本語、英語、中国語、韓国語）

健康部 衛生課管理係

66

ポイ捨て禁止周知用ポスター・ステッ

カー

【ポスター仕様】

2色刷、ポスターA2・A3・A4判、英語・中国語・韓国語併記、耐水性

【ステッカー仕様】

4色刷、ステッカー8×21（㎝）、英語を併記

【配布場所】

ごみ減量リサイクル課、特別出張所（A2以外）

環境清掃部 ごみ減量リサイクル課まち美化係

67

路上喫煙禁止啓発用ポスター 【仕様】

4色刷、ポスターA1～A4判、日本語・英語・中国語・韓国語併記、耐

水性

【配布場所】

ごみ減量リサイクル課、特別出張所

環境清掃部 ごみ減量リサイクル課まち美化係

68

「お静かにお願いします」看板（啓発看

板）

騒音による生活環境被害を防止するための注意喚起看板を作成し、必

要に応じて掲出する。日本語・英語・韓国語・中国語で表記。

【仕様】フルカラー、インクジェット印刷、全面蛍光反射黄色地、ラ

ミネート加工、PP板、４つ穴

【作成数量】 ①30㎝×40㎝：37枚 ②40㎝×60㎝：36枚

環境清掃部 環境対策課公害対策係

69

外国人向け周知チラシ「資源・ごみの分

け方・出し方」

【発行】内容に変更が生じた際に発行

【配布場所】清掃事務所・ごみ減量リサイクル課・特別出張所等

【言語】英語、中国語、韓国語

（ベトナム語、ネパール語、ミャンマー語、フランス語、タガログ

語、タイ語、アラビア語の７か国語は、随時発行、新宿清掃事務所の

みで配布）

すべてホームページから印刷可能

【仕様】A3判、両面印刷、4色刷

環境清掃部 新宿清掃事務所事業係

70

外国人向け周知冊子「資源・ごみの正し

い分け方・出し方」

【発行】内容に変更が生じた際に発行

【配布場所】清掃事務所・ごみ減量リサイクル課・特別出張所等

【言語】英語、中国語、韓国語

【仕様】A4判、16ページ、4色刷

環境清掃部 新宿清掃事務所事業係

71

外国人向け周知チラシ「リサイクル・清

掃事業普及啓発チラシ」

【発行】不定期

【配布場所】清掃事務所・ごみ減量リサイクル課・特別出張所等

【言語】英語、中国語、韓国語

【仕様】A4判、両面印刷、4色刷

環境清掃部 新宿清掃事務所事業係

72

外国人向け周知チラシ「事業系資源・ご

みの正しい分け方・出し方」

【発行】不定期

【配布場所】清掃事務所・ごみ減量リサイクル課

【言語】英語、中国語・韓国語

（ミャンマー語、ネパール語、ベトナム語は版下を作成し、必要に応

じ都度印刷）

【仕様】A4判、4ページ、4色刷

環境清掃部 新宿清掃事務所事業係

73

外国人向け周知チラシ「年末年始ごみ収

集のお知らせ」

【発行】年1回

【配布場所】清掃事務所・ごみ減量リサイクル課・特別出張所等

【言語】英語、中国語、韓国語

【仕様】A4判、両面印刷、4色刷

環境清掃部 新宿清掃事務所事業係

74

災害廃棄物処理計画（概要版） 【配布場所】清掃事務所・ごみ減量リサイクル課・特別出張所等

【言語】英語、中国語、韓国語

【仕様】A4判、８ページ、4色刷

※令和４年度は発行しない

環境清掃部 ごみ減量リサイクル課ごみ減量計画係

ごみ減量リサイクル課まち美化係



75

資源・ごみ分別アプリ 資源・ごみの分別や排出曜日の確認等について外国人への周知啓発を

強化する。

【言語】英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・ミャン

マー語

環境清掃部 新宿清掃事務所事業係

76

住宅宿泊事業法令に基づく監視指導等 住宅宿泊事業法施行に係る周知・案内配布印刷物

事業者向け届出・運営に関する「ルールブック」（Ａ4版約66ペー

ジ）

【言語】英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語

健康部 衛生課環境衛生係

77
国際都市新宿・踊りの祭典 世界各国の民族舞踊やライブ演奏の披露、ワークショップへの参加を

通じ多様な文化・伝統に触れることで交流を深める。

地域振興部 新宿未来創造財団文化・学習課

78

新宿クリエイターズ・フェスタ外国語ガ

イドマップ

新宿クリエイターズ・フェスタのイベント実施会場及び内容を外国人

に周知するため、ガイドマップを作成する。

【言語】英語、中国語、韓国語

※令和４年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止

文化観光産業部 文化観光課にぎわい創出等担当

79

新宿クリエイターズ・フェスタポスター 新宿クリエイターズ・フェスタを外国人に周知するため、ポスターを

作成する。

【言語】日本語、英語併記

※令和４年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止

文化観光産業部 文化観光課にぎわい創出等担当

80
新宿歴史博物館パンフレット 展示内容・施設概要及び利用案内。館内等で配布。

【言語】英語、中国語、韓国語

文化観光産業部 新宿未来創造財団学芸課

81
林芙美子記念館パンフレット 展示内容・施設概要及び利用案内。館内等で配布。

【言語】英語、中国語、韓国語

文化観光産業部 新宿未来創造財団学芸課

82
佐伯祐三アトリエ記念館パンフレット 展示内容・施設概要及び利用案内。館内等で配布。

【言語】英語、中国語、韓国語

文化観光産業部 新宿未来創造財団学芸課

83
中村彝アトリエ記念館パンフレット 展示内容・施設概要及び利用案内。館内等で配布。

【言語】英語、中国語、韓国語

文化観光産業部 新宿未来創造財団学芸課

84
新宿文化センター パンフレット 施設概要及び利用料金表。館内等で配布。

【言語】英語、中国語、韓国語

文化観光産業部 文化観光課文化観光係

85
漱石山房記念館パンフレット 施設概要及び利用料金表。館内等で配布。

【言語】英語、中国語、韓国語

文化観光産業部 文化観光課文化資源係

86

漱石山房記念館音声ガイド機器 漱石山房記念館において、展示解説の多言語対応を実施。無償で貸

出。

【言語】日本語、英語、中国語、韓国語

文化観光産業部 文化観光課文化資源係

87
落合の記念館 学習のしおり 小学生向けに作成した学習のしおり（林芙美子、佐伯祐三、中村彜の

人物像と記念館の概略説明パンフレット）の英語版

文化観光産業部 新宿未来創造財団学芸課

88

ポケット学芸員リーフレット印刷 展示解説等の情報を提供するアプリ「ポケット学芸員」の案内リーフ

レット等を漱石山房記念館で配布。

【言語】日本語、英語、中国語、韓国語

文化観光産業部 文化観光課文化資源係

89

外国人向け新宿区立図書館利用案内 【配布場所】各図書館

【言語】英語、中国語、韓国語

【仕様】一般用：A2判（1/2サイズ）、8ページ、両面1色刷

教育委員会 中央図書館管理係

90
外国語でのお話会 外国語絵本等の読み聞かせ

【費用】無料

教育委員会 中央図書館こども図書館

91

自治基本条例外国人向けハンドブックの

印刷

平成24年3月発行

【配布場所】企画政策課

【発行部数】各1,000部

【言語】英語、中国語、韓国語

総合政策部 企画政策課

92

新宿区総合計画（概要版）（外国語版） 平成30年3月発行

【配布場所】企画政策課

【発行部数】各1,000部

【言語】英語、中国語、韓国語

総合政策部 企画政策課

93

区紹介冊子「新宿区」の製作 他自治体職員や行政視察来訪者に、新宿区が目指すまちの姿（3つの

基本政策）を写真中心に紹介するほか、区の人口や統計などの基本

データや、区の概況なども掲載し、新宿区について紹介する。

【発行部数】計4,000部

【言語】日本語、英語、中国語（繁体・簡体）、韓国語

総合政策部 区政情報課広報係

94

外国人向けビデオの貸し出し 日本で生活する外国の方向けに制作したビデオ（VHS・DVD）を区政

情報センターで貸し出す。

①「外国人向け生活情報ビデオ」（平成14年度）

②「はじめまして新宿（日本語版・英語版・中国語版・韓国語版）」

（平成21年度・文化観光国際課が制作）

総合政策部 区政情報課広報係

８．便利情報

７．余暇



95

区政モニターアンケート 区政モニターアンケートへの回答者を募る際、住民基本台帳記載の区

民と外国人登録者を別個に無作為抽出し、登録の依頼を送付する。外

国人向けには、日本語のほかに３か国語（英語・中国語・韓国語）の

依頼文を同封し送付する。

総合政策部 区政情報課広聴係

96

コールセンター コールセンターに問合せのあった外国人に、３か国語（英語・中国

語・韓国語）の録音テープで、外国人相談窓口と多文化共生プラザを

案内している。

総合政策部 区政情報課広聴係

97

区民意識調査 住民基本台帳記載の区民（外国人含む）を無作為抽出し、区民意識調

査を送付する。外国人向けには、日本語のほかに３か国語（英語・中

国語・韓国語）の依頼文を同封。調査結果報告書・概要版も４か国語

で発行する。

総合政策部 区政情報課広聴係

98

しんじゅく若者会議 区の政策課題をテーマにグループ討議・意見発表

【参加者】区内在住の若者(18～39歳)

【募集方法】公募

総合政策部 区政情報課広聴係

99

外国語版生活情報紙 【発行時期】4月

【発行部数】51,200部（1,600部×8種類×４言語）

【種類】8種類 ①緊急時や災害に備えて ②住所の手続き・税金

③保険・健康管理・福祉 ④仕事・在留資格 ⑤出産・子育て・教育

⑥暮らし ⑦余暇 ⑧便利情報

【言語】ルビ付き日本語、英語、中国、韓国語

【仕様】A4判、1色刷

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

100

外国語版広報紙 【発行時期】年3回（７月、１１月、３月）

【発行部数】１回18,000部（4,500部×４言語）

【配布場所】しんじゅく多文化共生プラザ、特別出張所、図書館等

【言語】ルビ付き日本語、英語、中国、韓国語

【仕様】A4判、４ページ、４色刷り（中面1色刷り）

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

101

外国人向け生活情報ホームページ 【言語】日本語、英語、中国、韓国語

【内容】行政情報や地域情報、しんじゅく多文化共生プラザ案内等を

掲載。新着情報を毎月3回更新。

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

102

新宿生活スタートブック 新規に住民登録をする外国人に行政情報や地域情報を提供する。

【言語】①ルビ付き日本語、英語、中国語、韓国語併記

②ルビ付き日本語、ネパール語、ベトナム語、ミャンマー語併記

【仕様】A5判、4色刷り

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

103

新宿生活スタートガイド（動画） 新規に住民登録をする外国人に向けて行政情報を紹介する動画をホー

ムページやYouTubeで公開する。また、戸籍住民課の待合場所に大型

モニターを設置し、DVD「新宿生活スタートガイド」を放映する。

【言語】音声：日本語

    字幕：英語、中国語、韓国語、ネパール語、ベトナム語、

       ミャンマー語、ルビ付き日本語

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

104

外国語版SNS 【言語】日本語、英語、中国、韓国語

【内容】外国人向けの生活情報や災害情報等をFacebook・Twitteｒ・

LINE・微博（Weibo1)で月10～15回程度発信。

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

105

海外友好都市との交流 青少年交流、児童生徒による作品交流等を行う。

ギリシャ・レフカダ市、ドイツ・ベルリン市ミッテ区、中国・北京市

東城区

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

新宿未来創造財団地域交流課

106

多文化共生まちづくり会議の運営 多文化共生のまちづくりを総合的かつ効果的に推進するために、区⾧

の附属機関として設置。協議するテーマに応じて専門部会を設置。

必要に応じて関係者の説明・意見を聴く。

構成メンバー：学識経験者・区民・NPO団体等32名以内

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

107

外国人相談窓口 【実施時期】通年

【内容】①本庁舎１階9:30～17:00（休憩12:00～13:00）、日本語・

英語・中国語・韓国語

②しんじゅく多文化共生プラザ10:00～17:00（休憩12:00～13:00）上

記のほか、タイ語・ミャンマー語・ネパール語

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

108

地域国際交流事業 外国人と地域住民とが幅広い分野で交流を行うことにより、国際交流

を促進させ、多様な文化の相互理解を深める。

【内容】国際交流事業、共催・後援事業（国際交流イベント等）

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

109

ネットワーク事業の推進 多文化共生に取り組む団体・個人の情報交換やネットワーク化を推進

することで、団体等を情報面から支援するほか、連携した事業や取り

組みを促進することを通じて多文化共生に向けた取り組みを拡充す

る。

【内容】①新宿区多文化共生連絡会の運営（情報交換や名刺交換）

②団体・個人への個別の紹介を通じた連携の促進 ③連絡会参加団体

との連携を通じたイベントの開催・参加など

※令和４年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため「多文化防災

フェスタ」中止

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

しんじゅく多文化共生プラザ



110

テレビ通訳タブレット タブレット端末を利用したテレビ通訳システムにより、窓口等におけ

る案内業務や相談業務において、職員と外国人住民の円滑なコミュニ

ケーションを実現する。

【設置場所】本庁舎・第一分庁舎（２台）、第二分庁舎・分館（１

台）、しんじゅく多文化共生プラザ（１台）、保健センター４所（各

１台）、子ども総合センター（1台）

【言語】英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タイ

語、ベトナム語、フィリピン語、ネパール語、ヒンディー語、インド

ネシア語、カンボジア語、ミャンマー語、フランス語、ロシア語

地域振興部 多文化共生推進課多文化共生推進係

111

しんじゅく多文化共生プラザの設置 【住所】歌舞伎町2−44−１ハイジア11階内

【開館時間】9:00～21:00

【休館日】毎月第2・4水曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

【概要】日本人と外国人が交流する場としてしんじゅく多文化共生プ

ラザを設置し、多文化共生を推進する。法務省外国人総合相談支援セ

ンター併設。多目的スペース（各種講座やイベントを実施。貸切利用

も可能）・交流スペース（日本語学習コーナー、多言語の資料・情報

コーナー、外国人相談コーナー）で構成。

地域振興部 しんじゅく多文化共生プラザ

112

友好都市等との交流事業

○人的交流事業

①ミッテ区との青少年交流

新宿区・ミッテ区の青少年が互いの区を訪問し、学習や交流を通して

多文化への理解を深め、地域社会への関心を持つ。

【時期】派遣：8月 受入れ：4月（派遣と受入を隔年で実施）

【内容】ホームビジット、区⾧表敬訪問等

※令和4年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で延期

②その他友好都市との交流

新宿区内の団体による市民レベルの交流に対して支援を行う。

地域振興部 新宿未来創造財団地域交流課

113

友好都市との交流事業

○作品交流事業

友好都市の児童・生徒による絵画、書道作品を集め、展示による交流

を行う。

ギリシャ・レフカダ市、中国・北京市東城区、⾧野県伊那市、新宿区

の園児・小学生・中学生の作品（データ）各約30～50点を受け入れ、

オンライン展示する。

地域振興部 新宿未来創造財団地域交流課

114

多文化交流事業 多文化共生都市新宿を象徴するイベントを実施し、多くの区民が多文

化共生社会の推進に参画する機会を創出する。外国人が日本語の表現

に挑戦する「日本語スピーチコンテスト」、日本文化を伝え交流を深

める「ひなまつり」とともに、新規事業として、国際色豊かな新宿の

街を広く周知する「しんじゅく謎解きワールドタウン」を実施する。

地域振興部 新宿未来創造財団地域交流課

115

地域人材の活用と生涯学習活動支援 通訳・翻訳ボランティア、日本語ボランティアの各登録制度を運用

し、区や区民等からの要望により登録人材の紹介・活用を行う。

地域振興部 新宿未来創造財団地域交流課

116

広報紙の発行 Oh!レガス新宿ニュース 歴史、学習、スポーツ、文化芸術、多文化共生を中心とした、新宿未

来創造財団の各種事業等について情報提供するための広報紙。

多文化・国際国流等の記事は一部英語・中国語・韓国語併記してい

る。

地域振興部 新宿未来創造財団経営課

117

新宿観光マップ 【配布場所】ＢＩＺ新宿、本庁１階、都庁１階東京観光情報センター

ほか

【言語】日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、スペイ

ン語

文化観光産業部 文化観光課文化観光係

118
無料公衆無線LAN環境の整備 屋内外で利用できる公衆無線LANサービスを提供する。

【言語】日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）、韓国語

文化観光産業部 文化観光課文化観光係

119

新宿ものづくり産業発信動画 新宿のものづくり産業の魅力を発信するための動画を制作。区の産業

及び観光関連イベントで上映、Youtubeで配信。

【言語】日本語版、英語テロップ版

文化観光産業部 産業振興課産業振興係

120
新宿区まちづくり⾧期計画(PR版)外国語

版の印刷

平成29年12月に策定した新宿区まちづくり⾧期計画を外国人にも周知

するためPR版を作成し、配布する。

都市計画部 都市計画課都市計画係

121

ユニバーサルデザインまちづくり啓発映

像及び放映

 ユニバーサルデザインまちづくりを促進すための映像を作成し、

YouTubeでの放映等を通して、周知・啓発を図る。

【言語】日本語、英語、中国語、韓国語

都市計画部 景観・まちづくり課

122

ユニバーサルデザインガイドラインの推

進

新宿駅利用者の利便性向上のため、ターミナル協議会で関係者が合意

したターミナルマップ等を印刷し配布する。

【言語】

ターミナルマップ：英語、中国語、韓国語

EV・階段マップ：英語、中国語、韓国語

新宿駅周辺整備担当

部

新宿駅周辺基盤整備担当課


