子どもの育ちを支援する活動に関する相談・問い合わせ先一覧
令和4年4月1日
項目

問い合わせ先

□活動をする場所（活動をする場所がありますか） （※は調理設備あり）
事前に団体登録が必要な場合や不特定多数の利用に制限があるなど、施設により利用条件が異なります。
各施設は、それぞれの設置目的に沿った利用要件があります。また、新型コロナウイルス感染症対応のため通常期とは利用要件
が異なる場合があります。
必ずしも利用できるとは限りません。詳しくは、各施設へお問合せください。
□ 地域センター
各地域センター
四谷地域センター※
（内藤町87）
または
（電話：3351-3314）
地域コミュニティ課
牛込箪笥地域センター※ （箪笥町15）
コミュニティ係
（電話：3260-3677）
本庁舎（歌舞伎町1-4-1）
榎町地域センター※
（早稲田町85）
1F 14番窓口
（電話：3202-8585）
電話：03-5273-4127
若松地域センター※

（若松町12-6）

（電話：3209-6030）
大久保地域センター※
（大久保2-12-7）
（電話:3209-3961）
戸塚地域センター※
（高田馬場2-18-1）
（電話：3209-8001）
落合第一地域センター※ （下落合4-6-7）
（電話：3954-1611）
落合第二地域センター※ （中落合4-17-13）
（電話：3951-9941）
柏木地域センター※
（北新宿2-3-7）
（電話：3363-7036）
角筈地域センター※
（西新宿4-33-7）
（電話：3377-1373）
□ 四谷保健センター
（集会室・多目的室）

（四谷三栄町10－16）

四谷保健センター業務係
電話：03-3351-5161

□ 新宿区立男女共同参画推進センター（ウィズ新宿） （荒木町16）
（会議室等）

男女共同参画推進センター
電話：03-3341-0801

□ 区民ホール
四谷区民ホール

（内藤町87）

四谷区民ホール
電話：03-3351-2118

牛込箪笥区民ホール

（箪笥町15）

牛込箪笥区民ホール
電話：03-3260-3421

角筈区民ホール

（西新宿4-33-7）

角筈区民ホール
電話：03-3377-1372

（新宿6-14-1）

新宿文化センター
電話：03-3350-1141

□ 新宿文化センター

□ 新宿NPO協働推進センター （高田馬場4-36-12）
（会議室・多目的室・多目的グランド）

新宿NPO協働推進センター
電話：03-5386-1315

□ 新宿消費生活センター分館※
（高田馬場1-32-10）
（会議室・調理室兼商品テスト室）

新宿消費生活センター分館
電話：03-3205-1008
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項目

問い合わせ先

□活動をする場所（活動をする場所がありますか） （※は調理設備あり）
事前に団体登録が必要な場合や不特定多数の利用に制限があるなど、施設により利用条件が異なります。
各施設は、それぞれの設置目的に沿った利用要件があります。また、新型コロナウイルス感染症対応のため通常期とは利用要件
が異なる場合があります。
必ずしも利用できるとは限りません。詳しくは、各施設へお問合せください。
□ 屋外スポーツ施設
西戸山公園野球場
（百人町4-1）
公益財団法人 新宿未来創造財団
（大久保3-1-2）
電話：03-3232-7701
落合中央公園野球場・庭球場
（上落合1-2）
甘泉園公園庭球場

（西早稲田3-5）

西落合公園少年野球場・庭球場

（西落合2-19）

北新宿公園多目的広場

（北新宿3-20）

戸山公園（箱根山）多目的運動広場

（戸山3-2）

妙正寺川公園運動広場

（中野区松が丘1-33）

旧淀橋中学校多目的運動広場

（北新宿1-21-10）

新宿ここ・から広場多目的運動広場

（新宿7-3-29）

外濠公園運動施設

（市谷本村町・千代田区五番町）外濠公園管理事務所
電話：03-3341-1731

□屋内スポーツ施設
新宿スポーツセンター

（大久保３-５-１）

新宿スポーツセンター
電話：03-3232-0171

新宿コズミックスポーツセンター

（大久保３-１-２）

新宿コズミックスポーツセンター
電話：03-3232-7701

大久保スポーツプラザ

（大久保３-７-４２）

大久保スポーツプラザ
電話：03-5285-1477

四谷スポーツスクエア

（四谷１-６-４）

四谷スポーツスクエア
電話：03-6273-2651

（戸山2-11-101）

戸山生涯学習館
電話：03-3207-1181

赤城生涯学習館※

（赤城元町1-3）

赤城生涯学習館
電話：03-3269-2400

住吉町生涯学習館

（住吉町13-3）

住吉町生涯学習館
電話：03-3351-6566

北新宿生涯学習館※

（北新宿3-20-2）

北新宿生涯学習館
電話：03-3365-3541

西戸山生涯学習館※

（百人町4-7-1）

西戸山生涯学習館
電話：03-3368-3221

□生涯学習館
戸山生涯学習館
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項目

問い合わせ先

□活動をするための体制（人数・規約などが整っていますか）
□ NPO法人について
設立について

東京都生活文化局都民生活部
管理法人課ＮＰＯ法人担当
電話：03-5388-3095

NPO活動団体登録について

地域コミュニティ課管理係
本庁舎（歌舞伎町1-4-1）
1Ｆ １５番窓口
電話：03-5273-3872

□ ボランティア団体の活動支援について
・立上げ支援
・ボランティアの募集及び紹介

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
地域活動支援課
（高田馬場1-17-20）
電話：03-5273-9191
子ども総合センター
子ども家庭支援課子育て支援係

□ 何か活動を始めたい
・地域活動連絡会

（新宿7-3-29
「新宿ここ・から広場」内）
電話：03-3232-0695
信濃町子ども家庭支援センター
（信濃町20）
電話：03-3357-6851

□ 活動をするための予算等（実施するために必要なもの、資金はありますか）
□ 助成金等について
新宿区子ども未来基金

子ども家庭課企画係
本庁舎（歌舞伎町1-4-1）
2Ｆ 17番窓口
電話：03-5273-4261

地域ささえあい活動助成金

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
法人経営課
（高田馬場1-17-20）
電話：03-5273-2941

子供の未来応援基金
（未来応援ネットワーク事業）

独立行政法人福祉医療機構
NPOリソースセンター
電話：03-3438-4756

□ 機材等の貸し出しについて
ポップコーン機・綿菓子機など

各地域センター
社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
地域活動支援課
（高田馬場1-17-20）
電話：03-5273-9191

食育教材

健康づくり課健康づくり推進係
第二分庁舎分館分室
（新宿5-18-14 新宿北西ビル）4Ｆ
電話：03-5273-3047

図書の団体貸出（要団体登録）

中央図書館
（大久保3-1-1）
電話：03-3364-1421

防災ＤＶＤ

防災センター
（市谷仲之町2-42）
電話：03-5361-2460
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項目

問い合わせ先

□ 安心・安全への配慮（参加する方への対応（安心・安全、個人情報保護など）ができていますか）
□（食事提供をする場合）衛生管理について
衛生課食品保健係
第二分庁舎（新宿5-18-21）3F
電話：03-5273-3827
□（食事提供をする場合）アレルギー対応について

健康づくり課健康づくり推進係
第二分庁舎分館分室
（新宿5-18-14 新宿北西ビル）4Ｆ
電話：03-5273-3047

□ 保険について

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
地域活動支援課
（高田馬場1-17-20）
電話：03-5273-9191

・ボランティア保険、行事保険等

□ 個人情報保護について

個人情報保護委員会
広報資料
https://www.ppc.go.jp/news/publicinfo/

□ 活動を知ってもらう（必要な方に情報が届きますか）
□ 広報新宿への掲載について

区政情報課広報係
本庁舎（歌舞伎町1-4-1）
3Ｆ 5番窓口
電話：03-5273-4064

□ しんじゅくノート（http://shinjuku.mypl.net/）への掲載について

しんじゅくノート編集部
（株式会社グランイデアル）
電話：03-6300-9006

□ 必要な方へのチラシ等の配付について

子ども家庭課企画係
本庁舎（歌舞伎町1-4-1）
2Ｆ 17番窓口
電話：03-5273-4261

連絡先：新宿区役所（代表）新宿区歌舞伎町1-4-1 電話：03-3209-1111
◇新宿区ホームページアドレス：http://www.city.shinjuku.lg.jp/
子ども家庭部子ども家庭課企画係 電話：03-5273-4261 FAX：03-5273-3610
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