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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。 施設の利用・イベント等の参加に当たっては、各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

緊急事態宣言に伴う
区施設等の対応状況

施設名 対応 問合せ

地
域
セ
ン
タ
ー

四谷

【会議室等】
夜間2区分（午後7時45分～9時
45分）の新規貸し出し中止

【談話コーナー（室）等フリース
ペース】
利用は午後8時まで

※葬儀利用は変更ありません。

☎（3351）3314・㋫（3351）3324
牛込簞笥 ☎（3260）3677・㋫（3260）3324
榎町 ☎（3202）8585・㋫（3202）2478
若松 ☎（3209）6030・㋫（3209）6031
大久保 ☎（3209）3961・㋫（3209）3962
戸塚 ☎（3209）8001・㋫（3209）8331
落合第一 ☎（3954）1611・㋫（3951）5734
落合第二 ☎（3951）9941・㋫（3951）9310
柏木 ☎（3363）7036・㋫（3363）3733
角筈 ☎（3377）1373・㋫（3377）1375

生
涯
学
習
館

赤城
【貸室】
夜間区分（午後6時～10時）の新規
貸し出し中止

【情報・交流コーナー等】
利用は午後8時まで

☎（3269）2400・㋫（3266）1794
戸山 ☎（3207）1181・㋫（5272）8270
北新宿 ☎（3365）3541・㋫（3227）0905
住吉町 ☎（3351）6566・㋫（3351）6458
西戸山 ☎（3368）3221・㋫（3227）3560

屋
外
ス
ポ
ー
ツ
施
設

新宿中央公園フットサル施設 利用は午後8時まで 同公園管理事務所
☎（3342）4509・㋫（3342）4510

庭球場

【落合中央公園】
工事のため3月31日㈬まで休場

【大久保スポーツプラザ】
午後7時30分～10時の新規貸し
出し中止

新宿未来創造財団
☎（3232）7701・㋫（3209）1833

野球場

【西戸山公園】
工事のため3月31日㈬まで休場

【落合中央公園】
午後8時以降を含む時間帯の新規
の貸し出し中止

多目的運動広場 【戸山公園（箱根山）】
利用時間変更なし

屋
内
ス
ポ
ー
ツ
施
設

新宿スポーツセンター

【貸室】
夜間2区分（午後7時30分～10時）
の新規貸し出し（個人利用を含む）
中止

【トレーニング室・プール】
利用は午後8時まで

☎（3232）0171・㋫（3232）0173

新宿コズミックセンター

【貸室】
4区分（午後7時～10時）の新規貸
し出し（個人利用を含む）中止

【プール】
6区分（午後8時～10時）の新規貸
し出し（個人利用を含む）中止

新宿未来創造財団
☎（3232）7701・㋫（3209）1833大久保スポーツプラザ

【貸室】
4区分（午後7時～10時）の新規貸
し出し（個人利用を含む）中止

四谷スポーツスクエア

【貸室（地下2階）】
4区分（午後7時～10時）の新規貸
し出し（個人利用を含む）中止

【会議室（地下1階）】
12・13区分（午後8時～10時）の新
規貸し出し（個人利用を含む）中止

元気館

【体育館・集会室等】
夜間区分（午後6時～9時）の新規
貸し出し中止

【トレーニング室・健康スタジオ】
利用は午後8時まで

☎（3202）6291・㋫（3202）6292

文
化・産
業

区民
ホール

四谷
夜間区分（午後5時45分～9時45
分）の新規貸し出し中止

☎・㋫（3351）2118
牛込簞笥 ☎・㋫（3260）3421
角筈 ☎（3377）1372・㋫（3377）1073

新宿文化センター 夜間区分（午後6時～10時）の新規
貸し出し中止 ☎（3350）1141・㋫（3350）4839

▶新宿歴史博物館、▶林芙美子記念館、▶佐伯祐
三アトリエ記念館、▶中村彝アトリエ記念館 利用時間変更なし 新宿歴史博物館

☎（3359）2131・㋫（3359）5036
漱石山房記念館 利用時間変更なし ☎（3205）0209・㋫（3205）0211
区立産業会館（BIZ新宿） 午後6時以降の新規貸し出し中止 ☎（3344）3011・㋫（3344）0221

新宿観光案内所 利用時間変更なし 新宿観光振興協会
☎（3344）3160・㋫（3344）3190

障
害
者
福
祉
施
設

障害者福祉センター（会議室等・ふれんど）

【会議室等】
利用は午後8時まで

【ふれんど】
利用時間変更なし

☎（3232）3711・㋫（3232）3344

あゆみの家（会議室） 利用は午後8時まで ☎（3953）1230・㋫（3953）1053

ベーカリーカフェまりそる
（高田馬場福祉作業所内） 利用時間変更なし ☎（3367）2939・㋫（3367）2960

視覚障害者・聴覚障害者交流コーナー
（区社会福祉協議会内） 利用は午後8時まで ☎・㋫（6233）9555（視覚障害者）

☎・㋫（6457）6100（聴覚障害者）

障害者生活支援センター多目的室（会議室） 利用時間変更なし ☎（5937）6821・㋫（3365）7360

高
齢
者
施
設

薬王寺地域ささえあい館（ささえーる 薬王寺） 利用時間変更なし ☎（3353）2333・㋫（3353）6640

高齢者いこいの家（清風園） 利用時間変更なし
（風呂利用は休止） ☎（3951）0086・㋫（5982）9808

あんじゅうむ大久保（高齢者地域交流スペース） 利用時間変更なし ☎（6457）6138・㋫（6457）6139

シ
ニ
ア
活
動
館

高田馬場

利用時間変更なし
（風呂利用は休止）

☎（3362）4560・㋫（3368）8169

信濃町 ☎（5369）6737・㋫（5369）6738

戸山 ☎（3204）2422・㋫（3204）2421

西新宿 ☎（3377）9380・㋫（3377）9231

地
域
交
流
館

早稲田南町

利用時間変更なし
（風呂利用は休止）

☎・㋫（3208）2552

西早稲田 ☎（5286）8311・㋫（5286）8314

新宿 ☎・㋫（3341）8955

山吹町 ☎・㋫（3269）6189

上落合 ☎（3360）1414・㋫（3360）1477

北新宿 ☎（3369）5856・㋫（3369）5877

下落合 ☎・㋫（3951）0023

百人町 ☎（3368）8156・㋫（3368）8157

東五軒町 ☎（3269）6895・㋫（3269）6357

中町 ☎（6265）0608・㋫（3267）3325

本塩町 ☎（3350）1456・㋫（3350）1457

北山伏 ☎・㋫（3269）7197

中落合 ☎（3952）7163・㋫（3565）2530

北新宿第二 ☎（5348）6751・㋫（3369）0081

高田馬場 ☎・㋫（3200）5816

施設名 対応 問合せ

図
書
館

中央・こども

【中央・四谷・大久保・角筈・下落合】
利用は午後8時まで
※上記以外は利用時間変更なし
※全館午後1時～1時30分、午後4
時～4時30分は換気・消毒のため
利用不可

☎（3364）1421・㋫（3208）2303

四谷 ☎（3341）0095・㋫（3341）0328

鶴巻 ☎（3208）2431・㋫（3208）4087

西落合 ☎（3954）4373・㋫（5982）5086

戸山 ☎（3207）1191・㋫（3207）1192

北新宿 ☎（3365）4755・㋫（3365）6770

中町 ☎（3267）3121・㋫（3269）7329

角筈 ☎（5371）0010・㋫（5371）0029

大久保 ☎（3209）3812・㋫（3209）3905

下落合 ☎（3368）6100・㋫（6908）5165

男女共同参画推進センター内図書資料室 利用時間変更なし ☎（3341）0801・㋫（3341）0740

区政情報センター（中央図書館区役所内分室） 利用時間変更なし ☎（5273）4182・㋫（5272）5500

子
育
て
支
援
施
設
★

子ども総合センター 利用時間変更なし ☎（3232）0673・㋫（3232）0666

子ども家庭
支援センター

信濃町 多目的室の利用は午後8時まで ☎（3357）6851・㋫（3357）6852

榎町

利用時間変更なし

☎（3269）7304・㋫（3269）7305

中落合 ☎（3952）7751・㋫（3952）7164

北新宿 ☎（3365）1121・㋫（3365）1122

区
民
保
養
・

宿
泊
施
設

箱根つつじ荘（中強羅区民保養所）

1月・2月分の新規予約受け付けを
中止

☎0460（82）1144
㋫0460（82）3218

グリーンヒル八ヶ岳（区民健康村） ☎0551（32）7011
㋫0551（32）7010

ヴィレッジ女神湖（女神湖高原学園） ☎0267（55）6100
㋫0267（55）6833

ふ
ら
っ
と
新
宿

東戸山店 営業は午前11時～午後3時 ☎（5273）3852・㋫（3208）3100

四谷店 利用時間変更なし ☎・㋫（5379）0139

新宿コズミックスポーツセンター店 営業は午前10時～午後5時 ☎・㋫（3209）2766

新宿スポーツセンター店 営業は午前11時～午後3時 ☎・㋫（3232）0335

若松河田駅構内店 利用時間変更なし
区勤労者・仕事支援センター

コミュニティ事業課
☎（5273）3852・㋫（3208）3100

新宿消費生活センター分館
【会議室等】
夜間区分（午後5時45分～9時45
分）の新規貸し出し中止

☎（3205）1008・㋫（3205）1007

男女共同参画推進センター（ウィズ新宿）

【会議室】
夜間区分（午後6時～10時）の新規
貸し出し中止

【悩みごと相談室】
電話相談のみ実施

☎（3341）0801・㋫（3341）0740

四谷保健センター（集会施設） 夜間区分（午後6時～10時）の新規
貸し出し中止 ☎（3351）5164・㋫（3351）5166

エコギャラリー新宿
（環境学習情報センター・区民ギャラリー）

【環境学習情報センター】
研修室は夜間区分（午後6時～9
時）の新規貸し出し中止、展示室の
利用は午後8時まで

【区民ギャラリー】
利用時間変更なし
同ギャラリーホームページ（㋭同ギャラリーホームページ（㋭同ギャラリーホームページ（ https:
//www.shinjuku-ecocenter.jp/）
でご案内しています

☎（3348）6277・㋫（3344）4434

リサイクル活動センター
新宿 【会議室】

夜間区分（午後6時～10時）の利用
を中止

☎（5330）5374・㋫（5330）5371

西早稲田 ☎（5272）5374・㋫（5272）5384

新宿NPO協働推進センター

【会議室等】
夜間区分（午後6時～9時45分・午
後6時～9時）の新規貸し出し中止

【フリースペース】
利用は午後8時まで

☎（5386）1315・㋫（5386）1318

しんじゅく多文化共生プラザ

【多目的スペース】
夜間区分（午後5時～8時30分）の
新規貸し出し中止

【フリースペース等】
利用は午後8時まで

☎（5291）5171・㋫（5291）5172

施設名 対応 問合せ

子
育
て
支
援
施
設
★

児童館

本塩町

利用時間変更なし

☎（3350）1456・㋫（3350）1457
北山伏 ☎（3269）7196・㋫（3269）7197
中町 ☎（3267）3321・㋫（3267）3325
東五軒町 ☎（3269）6895・㋫（3269）6357
薬王寺 ☎（3353）6625・㋫（3353）6640
早稲田南町 ☎（5287）4321・㋫（3208）8648
富久町 地域開放室の利用は午後8時まで ☎（3357）7638・㋫（3357）7726
百人町

利用時間変更なし

☎（3368）8156・㋫（3368）8157
高田馬場第一 ☎・㋫（3368）8167
高田馬場第二 ☎・㋫（3200）5038
上落合 ☎・㋫（3360）1413
中井 ☎・㋫（3361）0075
西落合 ☎（3954）1042・㋫（3954）1077
北新宿第一 ☎（3369）5856・㋫（3369）5877
西新宿 ☎（3377）9352・㋫（3377）9353

地域子育て支援センター二葉

利用時間変更なし

☎（5363）2170・㋫（3359）4596
地域子育て支援センター原町みゆき ☎（3356）2663・㋫（3356）2664
ゆったりーの ☎（5228）4377・㋫（6909）6265
落合三世代交流サロン ☎（3954）2740・㋫（3954）2741

1月7日の緊急事態宣言の発出に伴い、区施設等の利用を下表のとおり制限します。

◆ 区施設の利用は原則午後8時までです（午後8時閉館）。
◆ 地域センター会議室等の貸し出し施設は、1月・2月の夜間の新規予約を中止します。

※新規貸し出しを中止した時間帯をすでに予約済みの方は、利用の自粛をお願いしています。

◆ 
  

◆ ◆ 来館・来所時はマスクを着用してください
◆ 館内利用の際は手指消毒にご協力ください
◆ 発熱等がある場合は利用をお控えください

【施設利用の際の注意点】！！

※施設の利用に当たっては右記の注意点のほか、施設ごとに行っている感染予防対策にご理解・ご協力をお願いします。
※詳しくは、新宿区ホームページ（右図QRコード）でもご案内しています。

★子育て支援施設は施設ごとに利用できるサービスや
時間が異なります。詳しくは、各施設へお問い合わせく
ださい。
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