
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
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区公式 LⅠN E アカウント
区政情報を発信しています

アカウント名／新宿区

分限・懲戒処分
分限処分 職員が心身の故障など一定の事由で、その職務を果たすことができなくなった場
合等に行う処分（3年度の処分者数…休職71人、免職・降任・降給はいずれも0人）
懲戒処分 職員に法令違反等の一定の義務違反があった場合に制裁的に行う処分（3年度の
処分者数…停職1名、免職・減給・戒告はいずれも0人）

職員数と任免
■ 職員数（令和4年4月1日現在）
⑴職種別職員構成（正規職員）

事務系 福祉系 一般技術系 医療技術系 技能系 教諭 合計 割合
男 761人 87人 194人 7人 178人 7人 1，234人 45.5％
女 571人 600人 91人 118人 34人 67人 1，481人 54.5％
合計 1，332人 687人 285人 125人 212人 74人 2，715人
構成比 49.1％ 25.3％ 10.5％ 4.6％ 7.8％ 2.7％ 100.0％

⑵再任用職員数（フルタイム勤務・短時間勤務）
区分 事務系 福祉系 一般技術系 医療技術系 技能系 教諭 合計
職員数 108人 46人 14人 5人 60人 2人 235人

■ 新規採用職員数（令和4年4月1日付）
職種 事務

（Ⅰ類）
事務

（Ⅲ類）
事務

（経験者） 福祉（Ⅰ類） 福祉
（経験者） 保育士 心理

（経験者）
採用数 46人 14人 12人 6人 1人 36人 2人
職種 医師 保健師 看護師 技能Ⅱ（警備） 幼稚園教諭 合計
採用数 1人 10人 3人 1人 4人 136人
■ 退職者数（令和3年度） ※再任用職員を除く。

退　職　事　由 計定年退職 勧奨退職 普通退職 死亡等退職
84人 10人 48人 7人 149人

令和
3年度

新宿区の

人事行政の運営状況

※端数処理の関係で、構成比等が合わない
　ことがあります。

問合せ 人事課人事係（本庁舎3階）☎（5273）4053

　区では、人事行政の公正性と透明性を高めるため、前年度の運営状況の主な内容と東京23区が共
同で設置している特別区人事委員会の業務状況を公表しています。詳しい内容を掲載した「新宿区の
人事行政の運営状況」は、区政情報センター（本庁舎1階）・区立図書館のほか、新宿区ホームページで
閲覧できます。区職員の給与等の状況は、広報新宿後号でお知らせします。

職員の勤務時間、休暇等の制度
■ 勤務時間等（一般職員の主な勤務形態）
▶1週間の正規の勤務時間…38時間45分（職務
の性質により、4週間を通じて、平均して1週
間当たり38時間45分とすることができる）
▶1日の正規の勤務時間…7時間45分
▶週休日…土・日曜日（職務の性質により、4週
間を通じて8日とすることができる）

■ 休暇制度（年次有給休暇、病気休暇、特
別休暇、介護休暇の4種類）

職員数※ 平均取得日数 取得率
2，304人 15日 40％

※�再任用職員、育児休業中・休職中等の職員、
期間途中に採用・退職した職員は含みません。

年次有給休暇の取得状況（令和3年1月～12月）

職員の人事評価
　全職員に目標管理型の人事考課制度を実施しています。職務上の業績・職務の遂行中に示した能
力等を客観的・継続的に評価し、その結果を任用・給与・分限・配置管理等に適切に反映しています。

　本会議の様子は新宿区ホームページ（右二次元コード）で視聴できます。
問合せ 議会事務局調査管理係（本庁舎5階）☎（5273）3534

期　日 開会時間 会議・委員会の名称
11月25日㈮ 午後2時 本会議（区長の所信表明）
11月30日㈬

午前10時

本会議（代表質問等）
12月1日㈭ 本会議（代表質問・一般質問、議案の提案説明等）
12月2日㈮・5日㈪ 常任委員会（総務区民、福祉健康、環境建設、文教子ども家庭）
12月6日㈫ 特別委員会（防災等安全対策、自治・議会・行財政改革等）
12月7日㈬ 特別委員会（文化観光産業）
12月9日㈮ 午後2時 本会議（議案の採決、意見書・決議の採決等）

第4回区議会定例会令和4年

パブリック・コメント制度（意見公募）

でご意見を募集します

● 新宿区自転車等の利用と
　駐輪対策に関する総合計画
　計画の進捗や社会情勢
の変化等を踏まえ改定
します。
閲覧場所 問合せ先・区政情報課（本庁
舎3階）・区政情報センター（本庁舎
1階）・特別出張所・区立図書館（新宿区
ホームページでも閲覧可）
ご意見の提出先�所定の用紙か任意の
用紙に住所・氏名（法人の場合は法人
名）のほか区内在勤・在学の方は勤務
先・学校の名称、ご意見を記入し、12月
14日㈬までに郵送（必着）・ファックス
または直接、問合せ先へ。所定の用紙は
閲覧場所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。新宿

区ホームページからもご意見を受け付
けます。
問 合 せ 交 通 対 策 課 交 通 企 画 係
（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎
7階）☎（5273）4265・㋫（3209）5595

冊子「新宿区の財政について」

　区財政の現状と課題をお知らせし、
今後の財政運営の議論に活用していた
だけるよう作成しました。問合せ先・特別
出張所・区政情報センター（本庁舎1階）
で配布しているほか、区立図書館・新宿
区ホームページで閲覧できます。
問合せ 財政課（本庁舎3階）☎（5273）4049

新宿まちなかサロン（小滝橋ひろば） 
イベント

日時・内容 12月14日㈬・28日㈬、令和
5年1月11日㈬・25日㈬、▶①スマホ・
PC相談会…午前10時30分～12時、▶

②エキセントリック体操…午前10時
30分～11時30分
会 場� 新宿NPO協働推進センター
（高田馬場4―36―12）
持ち物 ▶①スマートフォン・パソコン、
▶②飲み物
費用 各回200円
後援�新宿区
申込み 11月17日㈭から電話かファックス・
電子メール（3面記入例のとおり記入）で
問合せ先へ。各回先着①は6名、②は20名。
主催・問合せ�新宿NPOネットワーク協
議会事務局�☎（5206）6527（第2火曜日
を除く午前11時～午後4時）・㋫（5386）
1318・㋱hiroba＠s-nponet.net

犯罪被害者相談所

日時 11月28日㈪午後1時～3時
相談方法� ▶電話…☎（5273）3644、
▶面接…当日直接、区役所第1分庁舎
2階区民相談室へ。
問合せ ▶牛込☎（3269）0110、▶新宿
☎（3346）0110、▶戸塚☎（3207）0110、

▶四谷☎（3357）0110の各警察署警
務課犯罪被害者支援事務局

環状第5の1号線  

（千駄ヶ谷区間）が開通

● 渋谷区千駄ヶ谷五丁目～内藤町区間
　開通により、交通渋滞の緩和など沿
道環境の改善等が期待できます。
開通日時 12月3日㈯午後2時
問合せ 東京都第二建設事務所工事第
一課☎（3774）9002

FUN MORE TⅠME SHⅠNJUKU 
イベント

● 西新宿の街で魅力再発見!
　いつもと違う新宿を楽しもう
　西新宿のまちでさまざまな催しを開催
します。日時等詳しくは、同イベントホーム
ページ（㋭https://welcometoshinjuku.
jp/funmoretime/）をご覧ください。
後援 新宿区
問合せ 新宿副都心エリア環境改善委
員会事務局☎（5381）5126

　10月25日の任命式では原
は ら だ

田団長から、地域の防災力の向上や精強
な消防団育成にまい進することなど、力強い抱負が述べられました。
● 消防団員を募集しています
　まちの安全・安心を守るため、皆さんの力を消防団で発揮しませんか。
対象 各消防団の区域に在住・在勤・在学する健康な18歳以上
問合せ 各消防署▶四谷（3357）0119、▶牛込（3267）0119、▶新宿（3371）0119

原
は ら だ

田義
よしあき

明牛込消防団長が再任されました

　3人の委員が区政に関する苦情を処理する第三者的な機関です。プ
ライバシーの保護には特に配慮しています。安心してご相談ください。
受付日時�月～金曜日（祝日等を除く）の午前9時～12時・午後
1時～5時
申し立てができる方�個人・法人・その他の団体で、区の機関の業
務の執行に関する事項や職員の行為について利害関係のある方
申し立て方法�苦情申立書を郵送または直接、問合せ先へ。後日、委
員との面談日時をお知らせします。
問 合 せ 区 民 の 声 委 員 会（第1分庁舎2階）☎（5273）3508・
㋫（3209）1227

区政に関する苦情をお聞きします

区民の声委員会

※他の苦情処理制度等
と競合している事項や
一定期間を経過してい
る事項は、申し立てでき
ない場合があります。

【委員】▶桃
ももはら
原慎
しんいちろう
一郎委員（11月1日就任）

▶高
たかみ
見之

ゆき お
雄委員（7月1日就任）

▶吉
よしだ
田尚

なお こ
子委員（11月1日再任）

▲原田団長
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