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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 ☎03（3209）1111、新宿区ホームページは ㋭ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

☎03（3209）9999午前8時～午後10時㋫03（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★

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 お近くの公立の保育園、子ども園へ（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）。

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
電話相談☎（5331）0099

住
宅
・
建
築

住み替え相談
不動産取引相談

5㈭・6㈮・12㈭・13㈮・19㈭・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㈮13:00～15:15（電話予約）

安全安心・建築
なんでも相談

11日㈬
13:30～16:00 大久保地域センター（大久保2-12-7） 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

3月の各種相談 ※複雑な相談内容には　
資料をお持ちください

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㈮13:00～16:00 本庁舎1階ロビー
人権・身の上相談 6㈮13:00～16:00 第1分庁舎2階

区民相談室
総務課総務係
☎（5273）3505公益通報相談 26㈭14:00～16:00

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・
面接相談
（電話予約）
☎（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）電話…
9:00～17:00、来所…9:00～16:30 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）
9:00～16:00( 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㈯13:00～17:00（申込書で予約） 中央図書館（大久保3-1-1）☎（3364）1421
25㈬16:00～20:00（申込書で予約） 角筈図書館（西新宿4-33-7）☎（5371）0010

税務相談 3㈫・17㈫
13:30～16:00( 電話予約 )

第1分庁舎2階
区民相談室

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。

年金・労務等
無 料 相 談 13㈮13:00～16:00

区役所本庁舎
1階ロビー

主催・東京都社会保険労務士会
新宿支部☎（6302）1353

税理士による
無料税務相談

①2㈪四谷、9㈪牛込簞笥、16㈪榎町、23㈪若松、②4㈬・18㈬戸塚、13
㈮落合第二（要電話予約）の各地域センター。時間は13:00～16:00

主催①東京税理士会四谷支部☎（3357）
4858・②新宿支部☎（3369）3235

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
☎050（8014）8392

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☎（5464）5887
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

3㈫・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。

すまいりーカフェ 

●第17回家庭教育セミナー
【日時】2月21日㈮午前10時30分～12時
【内容】講演「子育てって、正解ある
の？」（講師は丸山貴代・元東京家庭教
育研究所所長）
【会場・申込み】当日直接、天祖神社（早
稲田鶴巻町530）へ。先着20名。お子さ
んの同伴可。
【後援】新宿区、区教育委員会
【問合せ】新宿明るい社会をつくる区民
の会・須永☎（6842）2334へ。

新宿まちなかサロン 

　近隣の高齢者の方が気軽に立ち寄れ
るサロンの3月のイベントです（事前
予約制）。
◎神楽坂・坂上サロン
【3月の日時・内容・定員】▶パステル
アート…3日㈫午後1時30分～3時（4名）、
▶歌声サロン…10日㈫午前10時45分
～11時45分（20名）、▶パソコンサロン
…10日㈫・24日㈫午前11時～午後1時
（各日12名）、▶ADL体操…17日㈫午後
1時30分～2時30分（5名）、▶麻雀で脳
トレ…毎週火曜日午前10時45分～午
後0時45分・午後1時～3時（各回20名）
【会場】高齢者福祉施設・神楽坂（矢来町
104）
◎小滝橋ひろば
【3月の日時・内容・定員】▶パステル

アート…9日㈪・23日㈪午後2時～3時・
午後3時～4時（各回4名）、▶ネイルケア
カフェ…9日㈪・23日㈪正午～午後4時
（各日5名）、▶アロマカフェ…18日㈬午
後1時30分～3時（3名）、▶色絵（いろ
え）カフェ…9日㈪・23日㈪午前11時～
12時（各日6名）、▶メンタルヘルス相談
会…6日㈮午前10時～午後4時・25日㈬
午後1時～4時、▶グランドゴルフ…1日
㈰・15日㈰午前10時～12時（各日12名）
【会場】新宿NPO協働推進センター（高
田馬場4―36―12）

………＜以下共通＞………
【費用】1回500円程度（別途材料費500円
が必要な場合あり）。パソコンは月2,000円
【後援】新宿区
【主催・申込み】2月19日㈬から電話かフ
ァックス・電子メール（4面記入例のとお
り記入）で新宿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へ。先着順。

クラシックコンサート＆

健康講座 

【日時・内容】2月21日㈮▶午後0時30
分～1時10分…クラシックコンサー
ト（曲目は「ビアソラ作曲・オブリビオ
ン」ほか、出演はアンサンブルカノン）、
▶午後1時15分～2時…健康講座「口腔
がんの健康診断」（講師は細木美佐／大
久保病院歯科口腔外科医員）
【会場・申込み】当日直接、東京都健康
プラザハイジア（歌舞伎町2―44―1）
☎（5285）8148へ。

消防・防災イベント
　春の火災予防運動に合わせ、防火防
災イベントを消防署等で実施します。
当日直接、会場へおいでください。
● 四谷消防署 消防フェスティバル
2020 in 神宮外苑エリア

【日時】2月28日㈮午前10時30分～12
時
【会場】ジャパンスポーツオリンピック
スクエアモニュメントエリア（霞ヶ丘
町4―2）ほか
【内容】東京消防庁音楽隊ミニコンサー
ト、1日消防署長（武田真治／俳優）
トークショー、VR防災体験車ほか
【問合せ】同署☎（3357）0119へ。
●牛込消防署
　牛込ファイヤーフェスタ
【日時】3月7日㈯午後0時30分～3時30
分
【内容】初期消火・応急救護体験、はしご

車・消防車乗車体験、牛込消防少年団演
技、富久小学校和太鼓演奏、牛込第三中
学校吹奏楽部演奏ほか
【会場・問合せ】同署（筑土八幡町5―
16）☎（3267）0119へ。
●新宿消防署
①火災予防運動オープニングイベント
【日時】3月1日㈰午後2時～4時
【会場】JR新宿駅甲州街道改札前の歩
道（新宿4―1）
【内容】東京消防庁音楽隊・カラーガー
ズ隊の演奏、VR防災体験車、起震車
（雨天中止）
②消防演習
【日時】3月6日㈮午前10時～11時
【会場】JR新宿駅（新宿3―38―1）
【内容】自衛消防隊と消防署の消防演習

………＜①②共通＞………
【問合せ】同署☎（3371）0119へ。

3月1日㈰開催 東京マラソン20 2 0

交通規制にご理解・ご協力をお願いします
　当日は、コース周辺の都内各所で長時間交通規制が行われます（下表）。大会前
日・当日に、放置自転車・自動二輪車等を整理・撤去します。沿道の商店街、事業者
の皆さんは、当日のごみ出しの自粛にご協力ください。
【問合せ】東京マラソン財団☎（6631）9646へ。

区内の主な交通規制 区内の首都高速道路
出入口の規制

※規制区間は両方向とも車両の通
行が禁止されます。また、コースと
接続している道路も車両の通行が
禁止されます（コース直近の区間）。
※規制時間は目安です。当日の競
技状況で変わる場合があります。

区間（コース） 道路名
（通称を含む） 規制時間

東京都庁周辺
（スタート付近） 都庁通り等 6：00～　

　10：15

都庁北～新宿5丁目 北通り・
靖国通り等

8：35～　
　10：10

新宿5丁目～市谷見附 靖国通り 8：35～　
　10：40

市谷見附～飯田橋 外堀通り 8：45～　
　10：50

飯田橋～専大前 目白通り・
専大通り等

8：45～　
　11：00

4号
新宿線

新宿
入口 上り 規制時間

6：30
～10：15新宿

出口
上り
下り

3月1日～7日は
春の火災予防運動

　区と区商店会連合会では、商店街の活性化のため、
チェーン店やコンビニエンスストア等に対し、商店
会への加入促進活動を実施しています。
　1月22日、区長と区商店会連合会会長が、㈱ローソ
ン本社を訪問し、ローソン各店舗の商店会加入を要
請しました。今後も各種団体への加入要請活動など
を通じて、商店会加入を呼び掛けていきます。
【問合せ】産業振興課産業振興係☎(3344)0701へ。

▶
吉
住
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長

（
写
真
右
）が
加

入
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請

ローソンに
商店会加入の

協力を要請
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