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住所を変更する方はご確認ください
地区別施設の連絡先関連ページ

清掃

新宿清掃事務所 下落合2-1-1 ☎3950-2923
3950-2932

新宿東清掃センター 四谷三栄町10-16 ☎3353-9471
3353-9505

歌舞伎町清掃センター 歌舞伎町2-42-7 ☎3200-5339
5272-3494

新宿中継・資源センター 大久保3-7-42 ☎5285-1108
5285-1109

粗大ごみ受付センター ☎5296-7000
家電リサイクル受付センター ☎5296-7200

電話・上下水道

NTT東日本

（NTT固定電話から）
☎局番なしの116
（携帯電話・NTT以外
の固定電話から）
0120-116-000

水道局お客さまセンター
・引っ越し、契約の変更 ☎5326-1100
・料金、漏水修繕、その他の用件 ☎5326-1101
下水道局西部第一
下水道事務所新宿出張所 上落合1-2-40 ☎3363-9931

税務・法務
四谷税務署 四谷三栄町7-7 ☎3359-4451
新宿税務署 北新宿1-19-3 ☎6757-7776
新宿都税事務所 西新宿7-5-8 ☎3369-7151
東京法務局新宿出張所 北新宿1-8-22 ☎3363-7385
東京簡易裁判所 千代田区霞が関1-1-2 ☎3581-5411
東京家庭裁判所 千代田区霞が関1-1-2 ☎3502-8311
新宿公証役場 西新宿7-4-3 ☎3365-1786
新宿御苑前公証役場 新宿2-9-23 ☎3226-6690
高田馬場公証役場 高田馬場3-3-3 ☎5332-3309

保健所・保健センター・元気館
新宿区保健所 新宿5-18-21 ☎3209-1111
牛込保健センター
※�令和6年度中に現在建
設中の牛込保健セン
ター等複合施設（弁天
町50）に移転予定

矢来町6 ☎3260-6231
3260-6223

四谷保健センター／
女性の健康支援センター 四谷三栄町10-16 ☎3351-5161

3351-5166

東新宿保健センター 新宿7-26-4 ☎3200-1026
3200-1027

落合保健センター 下落合4-6-7 ☎3952-7161
3952-9943

元気館 戸山3-18-1 ☎3202-6291
3202-6292

郵便
四谷郵便局 信濃町31 ☎3351-2445
四谷駅前郵便局 四谷1-6-1 ☎3352-8678
四谷通二郵便局 四谷三栄町10-11 ☎3352-8697
四谷大木戸郵便局 内藤町1-5 ☎3352-8684
新宿花園郵便局 新宿1-27-1 ☎3350-9207
新宿一郵便局 新宿1-14-6 ☎3356-2025
新宿二郵便局 新宿2-11-2 ☎3357-9131
新宿三郵便局 新宿3-17-23 ☎3352-9882
牛込郵便局 北山伏町1-5 ☎0570-943-487

区役所・特別出張所
新宿区役所（本庁舎） 歌舞伎町1-4-1

☎3209-1111
3209-9900

（第一分庁舎） 歌舞伎町1-5-1
（第二分庁舎／分館） 新宿5-18-21

（第二分庁舎分館分室）
新宿5-18-14
新宿北西ビル
4・5・9・10階

区役所内各部署のファックス番号▶P54

四谷特別出張所 内藤町87 ☎3354-6171
3350-9403

簞笥町特別出張所 簞笥町15 ☎3260-1911
3235-7121

榎町特別出張所 早稲田町85 ☎3202-2461
3202-2476

若松町特別出張所 若松町12-6 ☎3202-1361
3207-1591

大久保特別出張所 大久保2-12-7 ☎3209-8651
3207-1831

戸塚特別出張所 高田馬場2-18-1 ☎3209-8551
3207-1861

落合第一特別出張所 下落合4-6-7 ☎3951-9196
3952-3181

落合第二特別出張所 中落合4-17-13 ☎3951-9177
3952-3183

柏木特別出張所 北新宿2-3-7 ☎3363-3641
3363-3477

角筈特別出張所 西新宿4-33-7 ☎3377-4381
5350-2868

警察
四谷警察署 左門町6-5 ☎3357-0110
牛込警察署 南山伏町1-15 ☎3269-0110
戸塚警察署 西早稲田3-30-13 ☎3207-0110
新宿警察署 西新宿6-1-1 ☎3346-0110

消防
四谷消防署 四谷3-10 ☎3357-0119
牛込消防署 筑土八幡町5-16 ☎3267-0119
新宿消防署 百人町3-29-4 ☎3371-0119

道路・公園

東部工事事務所（区道） 市谷仲之町2-42 ☎5361-2454
5361-2456

西部工事事務所（区道） 下落合1-9-8 ☎3364-2422
3364-0710

第三建設事務所（都道） 中野区中野4-8-1 ☎3387-5132
東京国道事務所
代々木出張所（国道） 渋谷区代々木4-30-8 ☎3374-9451

東部公園事務所 市谷仲之町2-42 ☎5361-2451
5361-2456

西部公園事務所 下落合1-9-8 ☎3364-2421
3364-0710

新宿中央公園管理事務所 西新宿2-11-1
新宿中央公園内

☎3342-4509
3342-4510

戸山公園サービスセンター 大久保3-5-1 ☎3200-1702
新宿御苑サービスセンター 内藤町11 ☎3350-0151
明治神宮外苑事務所 霞ヶ丘町1-1 ☎3401-0312

公的施設等一覧
区役所・官公署等

公的施設等一覧
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新宿神楽坂郵便局 神楽坂4-1 ☎3260-9831
飯田橋駅東口郵便局 下宮比町3-2 ☎3260-9830
新宿保健会館内郵便局 市谷砂土原町1-2 ☎3269-8466
新宿改代町郵便局 改代町3-2 ☎5261-5401
新宿天神郵便局 天神町22-3 ☎3260-9533
新宿馬場下郵便局 馬場下町61 ☎3203-6620
早稲田大学前郵便局 早稲田鶴巻町533 ☎3203-5530
牛込抜弁天郵便局 余丁町8-15 ☎3352-4500
牛込若松町郵便局 若松町6-9 ☎3352-8749
新宿住吉郵便局 住吉町2-13 ☎3352-8766
新宿戸山郵便局 戸山2-10-101 ☎3202-4897
新宿北郵便局 大久保3-14-8 ☎0570-943-961
新宿大久保郵便局 大久保2-13-10 ☎3204-3261
新大久保駅前郵便局 百人町1-10-10 ☎3371-1981
新宿百人町郵便局 百人町3-28-1-B102 ☎3368-9362
新宿歌舞伎町郵便局 歌舞伎町2-41-8 ☎3232-1755
新宿明治通郵便局 新宿6-28-8 ☎3202-0344
新宿諏訪町郵便局 高田馬場1-29-18 ☎3209-9334
高田馬場二郵便局 高田馬場2-14-26 ☎3204-2541
高田馬場郵便局 高田馬場4-13-13 ☎3368-9331
新宿小滝橋郵便局 高田馬場4-40-11 ☎3368-9147
西早稲田一郵便局 西早稲田1-8-22 ☎3207-8350
早稲田通郵便局 西早稲田3-14-2 ☎3202-9134
新宿上落合郵便局 上落合2-23-14 ☎3368-9341
新目白通郵便局 下落合4-1-12 ☎3950-6946
新宿下落合三郵便局 下落合3-18-5 ☎3950-6943
新宿下落合四郵便局 下落合4-26-6 ☎3951-2040
新宿中落合郵便局 中落合3-16-14 ☎3950-6940
新宿西落合郵便局 西落合1-21-17 ☎3950-6945
落合郵便局 中野区東中野4-27-21 ☎0570-943-386
北新宿三郵便局 北新宿3-9-6 ☎3368-9365
新宿郵便局 西新宿1-8-8 ☎0570-943-184
新宿センタービル内郵便局 西新宿1-25-1 ☎5322-3161
新宿野村ビル内郵便局 西新宿1-26-2 ☎3348-3500
東京都庁内郵便局 西新宿2-8-1 ☎5381-6334
KDDIビル内郵便局 西新宿2-3-3 ☎3346-3067
新宿三井ビル内郵便局 西新宿2-1-1 ☎3344-0795
新宿第一生命ビル内郵便局 西新宿2-7-1 ☎3343-1780
新宿パークタワー内郵便局 西新宿3-7-1 ☎5322-6407
東京オペラシティ郵便局 西新宿3-20-2 ☎5353-7007
西新宿四郵便局 西新宿4-4-16 ☎3376-2418
新宿アイタウン郵便局 西新宿6-21-1 ☎5323-6555
新宿アイランド郵便局 西新宿6-5-1 ☎5323-4598
西新宿七郵便局 西新宿7-4-3 ☎3368-9353
西新宿八郵便局 西新宿8-8-8 ☎3368-9358
新宿区役所内郵便局 歌舞伎町1-4-1 ☎3209-9803

労働・社会保険
新宿労働基準監督署

（労働相談） 百人町4-4-1 ☎3361-3949

ハローワーク新宿・
歌舞伎町庁舎 歌舞伎町2-42-10 ☎3200-8609

ハローワーク新宿・
西新宿庁舎 西新宿1-6-1

　雇用保険給付業務 ☎5325-9580
　職業相談 ☎5325-9593
新宿若者ハローワーク 西新宿1-7-1 ☎5909-8609
東京新卒応援ハローワーク 西新宿2-7-1 ☎5339-8609
新宿外国人雇用支援・
指導センター 歌舞伎町2-42-10 ☎3204-8609

東京外国人雇用
サービスセンター 四谷1-6-1 ☎5361-8722

JR東日本お問い合わせセンター
　（列車時刻、運賃・料金、空席情報） ☎050-2016-1600
　（忘れ物） ☎050-2016-1601
小田急お客さまセンター ☎044-299-8200

東京メトロお客様センター
（忘れ物）
☎0570-033-555
（その他）
☎0120-104-106

都営交通お客様センター ☎3816-5700
西武鉄道お客さまセンター ☎04-2996-2888
京王お客様センター（運賃・時刻等） ☎042-357-6161
京王線・井の頭線お忘れ物取扱所 ☎3325-6644

交通

障害者等福祉施設

あゆみの家 西落合1-30-10 ☎3953-1230
3953-1053

子ども総合センター
発達支援コーナー 新宿7-3-29 ☎3232-0679

障害者福祉センター 戸山1-22-2 ☎3232-3711
3232-3344

新宿福祉作業所 戸山1-22-2 ☎3232-3715
3232-3991

障害者生活支援センター 百人町4-4-2 ☎5937-6821
3365-7360

高田馬場福祉作業所 高田馬場4-10-2 ☎3367-2939
3367-2960

シャロームみなみ風 弁天町32-6 ☎5579-8412
5579-8413

新宿けやき園 百人町4-5-1 ☎3367-1601
3367-1602

新宿生活実習所
（ぽれぽれ福祉園）
※�令和6年度中に現在建
設中の牛込保健セン
ター等複合施設（弁天
町50）に移転予定

（生活介護）
矢来町6

☎5229-5850
5229-0620

（短期入所）
細工町1-3

☎5229-5851
5229-5851

視覚障害者・聴覚障害者交流コーナー（区社会福祉協議会1階）
視覚障害者交流コーナー 高田馬場1-17-20 ☎ 6233-9555
聴覚障害者交流コーナー 高田馬場1-17-20 ☎ 6457-6100
新宿区勤労者・仕事支援センター

障害者就労支援 新宿7-3-29 ☎3200-3316
3208-3100

わーくす ここ・から エール ☎3208-1609

わーくす ここ・から スマイル ☎3208-2278
3200-3327（共通）

高齢者福祉施設
特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設）
特別養護老人ホーム
原町ホーム 原町3-8 ☎3359-5651

3359-5520
特別養護老人ホーム
聖母ホーム 中落合2-5-21 ☎3953-4028

3950-4130
北新宿特別養護
老人ホーム 北新宿3-27-6 ☎3363-3291

3363-3293
特別養護老人ホーム
あかね苑 北山伏町2-12 ☎3266-1811

3266-0801
特別養護老人ホーム
新宿けやき園 百人町4-5-1 ☎3367-1601

3367-1602

福祉施設

新宿年金事務所
新宿5-9-2
ヒューリック新宿
五丁目ビル

☎6278-9311
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住所を変更する方はご確認ください 関連ページ 地区別施設の連絡先

特別養護老人ホーム
神楽坂 矢来町104 ☎3269-7555

3269-7553
地域密着型特別養護
老人ホームマザアス新宿 新宿7-3-31 ☎5285-2530

5285-2535
特別養護老人ホーム
もみの樹園 上落合1-17-8 ☎6915-3001

6915-3002
特別養護老人ホーム
みさよはうす富久 富久町35-7 ☎6822-9282

6822-9283
養護老人ホーム
聖母ホーム 中落合2-5-21 ☎3953-4028
介護老人保健施設

フォレスト西早稲田 西早稲田3-27-22 ☎3232-8131
3232-8175

デンマークイン新宿 原町2-43 ☎3341-3640
3341-3650

マイウェイ四谷 大京町1-3 ☎3355-0428
5360-6021

高齢者在宅サービスセンター
新宿区立百人町高齢者
在宅サービスセンター 百人町3-30-2 ☎3368-3501

3368-3867
高齢者在宅サービス� �
センターあかね苑 北山伏町2-12 ☎3266-1811

3266-0801
北新宿高齢者在宅� �
サービスセンター 北新宿3-27-6 ☎3363-3292

3363-3293
若葉高齢者在宅� �
サービスセンター 若葉3-6 ☎5269-0531

5269-0533
中落合高齢者在宅� �
サービスセンター 中落合1-7-1 ☎5982-8741

5982-8743
細工町高齢者在宅� �
サービスセンター 細工町1-3 ☎3269-1331

3269-1434
高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）

新宿区役所高齢者� �
総合相談センター

歌舞伎町1-4-1
区役所本庁舎2階
高齢者支援課内

☎5273-4593
☎5273-4254
5272-0352

四谷高齢者総合相談� �
センター

四谷三栄町10-16
四谷保健センター等
複合施設4階

☎5367-6770
3358-6922

簞笥町高齢者総合� �
相談センター

北山伏町2-12
あかね苑新館内

☎3266-0753
3266-0786

榎町高齢者総合� �
相談センター

市谷仲之町2-42
防災センター1階

☎5312-8442
5312-8443

若松町高齢者総合� �
相談センター

戸山2-27-2
戸山シニア活動館1階

☎5292-0710
5292-0716

大久保高齢者総合� �
相談センター

百人町2-8-13
Fiss1階

☎5332-5585
5332-5592

戸塚高齢者総合� �
相談センター

高田馬場1-17-20
区社会福祉協議会1階

☎3203-3143
3203-1550

落合第一高齢者総合� �
相談センター

中落合2-5-21
聖母ホーム内

☎3953-4080
3950-4130

落合第二高齢者総合� �
相談センター

上落合2-22-19
キャンパスエール
上落合2階

☎5348-8871
5348-8872

柏木高齢者総合相談� �
センター

北新宿3-27-6
北新宿特別養護老人
ホーム（かしわ苑）内

☎5348-9555
5348-9556

角筈高齢者総合� �
相談センター

西新宿4-8-35
西新宿シニア活動館3階

☎5309-2136
5309-2137

地域ささえあい館
薬王寺地域ささえあい館
（ささえーる�薬王寺） 市谷薬王寺町51 ☎3353-2333

3353-6640
シニア活動館

高田馬場シニア活動館 高田馬場3-39-29 ☎3362-4560
3368-8169

信濃町シニア活動館 信濃町20 ☎5369-6737
5369-6738

戸山シニア活動館 戸山2-27-2 ☎3204-2422
3204-2421

西新宿シニア活動館 西新宿4-8-35 ☎3377-9380
3377-9231

地域交流館
早稲田南町地域交流館 早稲田南町50 ☎ 3208-2552

西早稲田地域交流館 西早稲田1-22-2 ☎5286-8311
5286-8314

新宿地域交流館 新宿5-3-13 ☎ 3341-8955
山吹町地域交流館 山吹町342 ☎ 3269-6189

上落合地域交流館 上落合2-28-8 ☎3360-1414
3360-1477

北新宿地域交流館 北新宿2-3-7 ☎3369-5856
3369-5877

下落合地域交流館 下落合3-12-33 ☎ 3951-0023

百人町地域交流館 百人町2-18-21 ☎3368-8156
3368-8157

東五軒町地域交流館 東五軒町5-24 ☎3269-6895
3269-6357

中町地域交流館 中町25 ☎6265-0608
3267-3325

本塩町地域交流館 四谷本塩町4-9 ☎3350-1456
3350-1457

北山伏地域交流館 北山伏町2-17 ☎ 3269-7197

中落合地域交流館 中落合2-7-24 ☎3952-7163
3565-2530

北新宿第二地域交流館 北新宿3-20-2 ☎5348-6751
3369-0081

高田馬場地域交流館 高田馬場1-4-17 ☎ 3200-5816
地域交流スペース
ささえーる中落合
（中落合高齢者在宅
サービスセンター内）

中落合1-7-1 ☎3565-6375
3565-6376

あんじゅうむ大久保
高齢者地域交流スペー
ス　一福

大久保1-10-19 ☎6457-6138
6457-6139

シルバー人材センター

新宿区シルバー� �
人材センター

新宿7-3-29
新宿ここ・から
広場しごと棟

☎3209-3181
3209-4288

児童施設
子ども総合センター・子ども家庭支援センター
子ども総合センター
児童コーナー 新宿7-3-29 ☎3232-0695

3232-0666
中落合子ども家庭支援
センター児童コーナー 中落合2-7-24 ☎3952-7751

3952-7164
榎町子ども家庭支援セ
ンター児童コーナー 榎町36 ☎3269-7304

3269-7305
信濃町子ども家庭支援
センター児童コーナー 信濃町20 ☎3357-6851

3357-6852
北新宿子ども家庭支援
センター児童コーナー 北新宿3-20-2 ☎3365-1121

3365-1122
児童館・学童クラブ

信濃町学童クラブ 信濃町20 ☎3357-7166
3357-7167

本塩町児童館・
学童クラブ 四谷本塩町4-9 ☎3350-1456

3350-1457
四谷第六小学校内
学童クラブ 大京町30 ☎3357-7891

3357-7892
北山伏児童館・
学童クラブ 北山伏町2-17 ☎3269-7196

3269-7197
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中町児童館 中町25 ☎3267-3321
3267-3325

細工町学童クラブ 細工町1-3 ☎5261-5200
5261-5201

東五軒町児童館・
学童クラブ 東五軒町5-24 ☎3269-6895

3269-6357

榎町学童クラブ 榎町36 ☎3269-2600
5579-8074

薬王寺児童館・
学童クラブ 市谷薬王寺町51 ☎3353-6625

3353-6640
早稲田南町児童館・
学童クラブ 早稲田南町50 ☎5287-4321

3208-8648
鶴巻小学校内
学童クラブ 早稲田鶴巻140 ☎3205-4602

6233-7345
富久小学校内
学童クラブ 富久町7-24 ☎3358-9071

3358-9072
富久町児童館・
学童クラブ 富久町22-21 ☎3357-7638

3357-7726
東戸山小学校内
学童クラブ 戸山2-34-2 ☎ 3205-0363

大久保小学校内
学童クラブ 大久保1-1-21 ☎ 3209-0803

子ども総合センター
内学童クラブ 新宿7-3-29 ☎3232-8812

3232-8815
戸山小学校内
学童クラブ 百人町2-1-38 ☎3204-8081

3204-8083
百人町児童館・
学童クラブ 百人町2-18-21 ☎3368-8156

3368-8157
高田馬場第一児童館・
学童クラブ 高田馬場3-18-21 ☎ 3368-8167

高田馬場第二児童館・
学童クラブ 高田馬場1-4-17 ☎ 3200-5038

戸塚第二小学校内
学童クラブ 高田馬場1-25-21 ☎3205-9616

3205-9617
落合第一小学校内
学童クラブ 中落合2-13-27 ☎3565-0947

5983-7886
落合第四小学校内
学童クラブ 下落合2-9-34 ☎3565-0990

3565-0989
落合第五小学校内
学童クラブ 上落合3-1-6 ☎ 3227-2238

上落合児童館・
学童クラブ

上落合2-28-8
高山ビル本館内 ☎ 3360-1413

中井児童館・
学童クラブ 中井1-8-12 ☎ 3361-0075

西落合児童館・
学童クラブ 西落合1-31-24 ☎3954-1042

3954-1077
北新宿第一児童館・
学童クラブ 北新宿2-3-7 ☎3369-5856

3369-5877
北新宿第二学童クラブ 北新宿3-20-2 ☎ 5330-1171
西新宿児童館・
学童クラブ 西新宿4-35-28 ☎3377-9352

3377-9353
民間の学童クラブ
エイビイシイ
風の子クラブ 大久保2-11-3 ☎3232-2080

早稲田フロンティア
キッズクラブ

西早稲田3-17-20
大伸第一ビル3階 ☎3202-5050

しんえい学童クラブ
もくもく 高田馬場4-36-12 ☎5332-5885

そのほかの福祉施設

新宿区社会福祉協議会 高田馬場1-17-20 ☎5273-2941
5273-3082

新宿区社会福祉協議会
東分室 四谷三栄町10-16 ☎3359-0051

3359-0012

区民ホール
四谷区民ホール 内藤町87 ☎ 3351-2118
牛込簞笥区民ホール 簞笥町15 ☎ 3260-3421

角筈区民ホール 西新宿4-33-7 ☎3377-1372
3377-1073

地域センター

四谷地域センター 内藤町87 ☎3351-3314
3351-3324

牛込簞笥地域センター 簞笥町15 ☎3260-3677
3260-3324

榎町地域センター 早稲田町85 ☎3202-8585
3202-2478

若松地域センター 若松町12-6 ☎3209-6030
3209-6031

大久保地域センター 大久保2-12-7 ☎3209-3961
3209-3962

戸塚地域センター 高田馬場2-18-1 ☎3209-8001
3209-8331

落合第一地域センター 下落合4-6-7 ☎3954-1611
3951-5734

落合第二地域センター 中落合4-17-13 ☎3951-9941
3951-9310

柏木地域センター 北新宿2-3-7 ☎3363-7036
3363-3733

角筈地域センター 西新宿4-33-7 ☎3377-1373
3377-1375

生涯学習館

赤城生涯学習館 赤城元町1-3 ☎3269-2400
3266-1794

戸山生涯学習館 戸山2-11-101 ☎3207-1181
5272-8270

北新宿生涯学習館 北新宿3-20-2 ☎3365-3541
3227-0905

住吉町生涯学習館 住吉町13-3 ☎3351-6566
3351-6458

西戸山生涯学習館 百人町4-7-1 ☎3368-3221
3227-3560

そのほかの施設
男女共同参画推進
センター（ウィズ新宿） 荒木町16 ☎3341-0801

3341-0740

区立防災センター 市谷仲之町2-42 ☎5361-2460
5361-2459

新宿リサイクル
活動センター 高田馬場4-10-2 ☎5330-5374

5330-5371
西早稲田リサイクル
活動センター 西早稲田3-19-5 ☎5272-5374

5272-5384
環境学習情報センター

（エコギャラリー新宿）
西新宿2-11-4

（新宿中央公園内）
☎3348-6277

3344-4434
しんじゅく多文化
共生プラザ

歌舞伎町2-44-1
ハイジア11階

☎5291-5171
5291-5172

四谷保健センター
（集会室専用） 四谷三栄町10-16 ☎3351-5164

3351-5166
新宿NPO協働推進
センター 高田馬場4-36-12 ☎5386-1315

5386-1318
（官公署等の施設）

ウェルネスエイジ 歌舞伎町2-44-1 ☎5285-8000

集会施設

東京都児童相談センター 北新宿4-6-1 ☎5937-2317
二葉乳児院 南元町4 ☎3359-4578
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住所を変更する方はご確認ください 関連ページ 地区別施設の連絡先

体育館

新宿スポーツセンター 大久保3-5-1 ☎3232-0171
3232-0173

新宿コズミック
スポーツセンター 大久保3-1-2 ☎3232-7701

3209-1833
大久保スポーツプラザ 大久保3-7-42 ☎ 5285-1477

四谷スポーツスクエア 四谷1-6-4 ☎6273-2651
6273-2656

野球場
西戸山公園野球場 百人町4-1 ☎ 3364-1515
落合中央公園野球場 上落合1-2 ☎ 3362-9440
西落合公園少年野球場 西落合2-19 ☎ 3954-3889

庭球場
甘泉園公園庭球場 西早稲田3-5 ☎ 3202-7899
落合中央公園庭球場 上落合1-2 ☎ 3362-9440
西落合公園庭球場 西落合2-19 ☎ 3954-3889
大久保スポーツプラザ
庭球場 大久保3-7-42 ☎ 5285-1477

宿泊施設
区民健康村

グリーンヒル八ケ岳 山梨県北杜市
長坂町中丸1622

☎0551-32-7011
0551-32-7010

区民保養所

箱根つつじ荘 神奈川県足柄下郡
箱根町強羅1320

☎0460-82-1144
0460-82-3218

区外学習施設

女神湖高原学園� �
（ヴィレッジ女神湖）

長野県北佐久郡立
科町大字芦田八ヶ
野字赤沼平994

☎0267-55-6100
0267-55-6833

商工

産業振興課 西新宿6-8-2 ☎3344-0701〜2
3344-0221

産業会館（BIZ新宿） 西新宿6-8-2 ☎3344-3011
高田馬場創業
支援センター 高田馬場1-32-10 ☎3205-3031

3205-1007

新宿消費生活センター 新宿5-18-21 ☎5273-3834
5273-3110

新宿消費生活センター
（分館） 高田馬場1-32-10 ☎3205-1008

3205-1007
ぱる新宿（新宿区勤労者・
仕事支援センター） 新宿7-3-29 ☎3208-2311

3208-3100
都消費生活総合センター 神楽河岸1-1 ☎3235-1155
都中央卸売市場淀橋市場 北新宿4-2-1 ☎3363-1428
東京商工会議所
新宿支部

西新宿6-8-2
BIZ新宿4階

☎3345-3290
3345-3251

スポーツ施設

図書館
中央図書館・
こども図書館 大久保3-1-1 ☎3364-1421

3208-2303

四谷図書館 内藤町87 ☎3341-0095
3341-0328

鶴巻図書館 早稲田鶴巻町521 ☎3208-2431
3208-4087

西落合図書館 西落合4-13-17 ☎3954-4373
5982-5086

戸山図書館 戸山2-11-101 ☎3207-1191
3207-1192

北新宿図書館 北新宿3-20-2 ☎3365-4755
3365-6770

中町図書館 中町25 ☎3267-3121
3269-7329

角筈図書館 西新宿4-33-7 ☎5371-0010
5371-0029

大久保図書館 大久保2-12-7 ☎3209-3812
3209-3905

下落合図書館 下落合1-9-8 ☎3368-6100
6908-5165

中央図書館区役所内分室
（区政情報センター内） 歌舞伎町1-4-1 ☎3209-1111

そのほかの施設
区民ギャラリー
（エコギャラリー新宿）

西新宿2-11-4
（新宿中央公園内）

☎3348-6277
3344-4434

新宿文化センター 新宿6-14-1 ☎3350-1141
3350-4839

新宿歴史博物館 四谷三栄町12-16 ☎3359-2131
3359-5036

漱石山房記念館 早稲田南町7 ☎3205-0209
3205-0211

林芙美子記念館 中井2-20-1 ☎5996-9207
5982-5789

佐伯祐三
アトリエ記念館 中落合2-4-21 ☎5988-0091

5988-0092
中村彝

つね

アトリエ記念館
下落合3-5-7 ☎5906-5671

5906-5672

新宿観光振興協会 西新宿6-8-2
区立産業会館3階

☎3344-3160
3344-3190

四谷ひろば 四谷4-20 ☎ 3358-9140

文化施設

※�1：相談専用電話番号�火～金曜日�午後1時～3時

区立保育園

大久保第一保育園 大久保3-11-1
☎3203-0346

3203-0562
相談専用（※1）

☎3203-0562

高田馬場第二保育園 高田馬場1-4-17
☎3209-1433

3209-1720
相談専用（※1）

☎3209-1720

長延保育園 市谷長延寺町8
☎3260-1335

3260-1348
相談専用（※1）

☎3260-1348

富久町保育園
（公設民営） 富久町22-21

☎3357-7720
3357-4326
相談専用（※1）

☎3357-7720

戸山第二保育園 戸山2-18-101
☎3203-2385

3203-1279
相談専用（※1）

☎3203-1279

中落合第二保育園 中落合2-7-24
☎3952-7165

3952-8901
相談専用（※1）

☎3952-8901

西早稲田保育園 西早稲田1-9-30
☎3209-5294

3208-1205
相談専用（※1）

☎3208-1205

東五軒町保育園 東五軒町5-24
☎3269-6820

3269-6822
相談専用（※1）

☎3269-6822

百人町保育園 百人町2-18-21
☎3367-4991

3367-1696
相談専用（※1）

☎3367-1696

保育園
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区立子ども園

あいじつ子ども園 北町17
☎3266-0189
3260-0331
相談専用（※2）

☎3267-3950

大木戸子ども園 四谷4-17
☎3358-1431
3358-6794
相談専用（※2）

☎3358-6794

おちごなかい子ども園
（乳児園舎） 中井1-8-12

☎3361-7000
3361-1296
相談専用（※2）

☎3361-1296
おちごなかい子ども園

（幼児園舎） 上落合3-1-6 ☎3227-2048

柏木子ども園（乳児園舎） 北新宿2-3-7
☎3369-5855
3369-1062
相談専用（※2）

☎3369-1062
柏木子ども園（幼児園舎） 北新宿2-11-1 ☎3227-2118
※�2：�相談専用電話番号�月～土曜日�午前9時～午後5時
（土曜日は一部の園で実施）

子ども園

弁天町保育園

早稲田町78
※�令和6年度中に現
在建設中の牛込
保健センター等
複合施設（弁天町
50）に移転予定

☎3268-1337
3268-1331
相談専用（※1）

☎3268-1331

早稲田南町保育園 早稲田南町50
☎3203-7848
3203-7563
相談専用（※1）

☎3203-7563
早稲田南町保育園分園

（公設民営） 早稲田南町36 ☎3204-5201
3204-5202

※1：相談専用電話番号�火～金曜日午後1時～3時

私立保育園

あい保育園落合 上落合1-5-2
羽場ビル ☎6908-7381

あい保育園西新宿 西新宿6-11-3
Dタワー西新宿2階 ☎6258-1098

アスク神楽坂保育園
①矢来町98-1
　スキップビル1階
②矢来町89-2

☎5225-6933

☎5206-4250
アスク北新宿保育園 北新宿2-4-11 ☎5338-2511
アスク新宿南町保育園 南町20-3 ☎5225-2166
アスク薬王寺保育園 市谷薬王寺町51 ☎5362-7177
ウィズブック保育園
中落合 中落合3-21-10 ☎6914-4960

エイビイシイ保育園 （本園）大久保2-11-5
（分園）大久保2-16-1 ☎3232-9633

オルト保育園 高田馬場3-40-3 ☎5332-7081
キッズガーデン
新宿西落合

西落合2-7-16
伊勢光ビル2・3階 ☎6908-1723

キッズタウン下落合保育園 下落合1-9-10 ☎3365-1332
きゃんばす東新宿保育園 新宿7-16-8 ☎6380-3460
クオリスキッズ
おおくぼ保育園 百人町2-22-6 ☎5937-0418

グローバルキッズ
愛住町園 愛住町6 ☎6380-6798

グローバルキッズ
神楽坂園

神楽坂4-8
神楽坂プラザビル1階 ☎3269-8011

グローバルキッズ
西落合保育園 西落合3-19-9 ☎3952-5600

グローバルキッズ
西新宿園 西新宿5-5-1 ☎6383-3793

グローバルキッズ
若葉園 若葉1-9 ☎3353-2002

獅子吼保育園 中井2-8-6 ☎3951-0759
至誠会保育園 河田町10-13 ☎3341-4677
下落合そらいろ保育園 中落合2-7-5 1階 ☎3565-5050
小学館アカデミー
飯田橋ガーデン保育園 新小川町4-11 ☎5206-3722

新栄保育園 百人町3-21-14 ☎6304-0241
新宿こだま保育園 中落合4-25-19 ☎5988-7807
新宿成子坂愛育園 西新宿6-7-39 ☎3342-6907
新宿三つの木保育園
もりさんかくしかく 大京町29 ☎6457-4455

太陽の子
新小川町保育園

新小川町1-8
こだまビル2階 ☎5579-2348

東京母子愛育会保育園 北新宿4-21-14 ☎3369-6005
にじいろ保育園
高田馬場西

高田馬場1-24-16
内田ビル1階 ☎6302-1073

にじいろ保育園
高田馬場東 高田馬場1-16-26 ☎6205-6338

にじいろ保育園
高田馬場南

大久保3-8-4
住友不動産
新宿ガーデンタワー
アネックス2階

☎6457-6991

にじいろ保育園
西早稲田 西早稲田1-2-2 ☎6273-9227
にじいろ保育園
四ツ谷

四谷1-6-1
コモレ四谷2階 ☎6709-9123

ニチイキッズ曙橋
保育園

①愛住町22
　第3山田ビル1階
②市谷台町1-3
　モデラート1階

☎5367-0196

☎5366-5127
八幡神社愛育園 上落合1-26-19 ☎3368-3939
原町みゆき保育園 原町2-43 ☎3356-2663
ぴっころきっず 西早稲田 西早稲田3-9-14 ☎3209-2267
二葉南元保育園 南元町4 ☎3351-3819
フロンティアキッズ
曙橋

（本園）河田町3-29 1階
（分園）河田町3-16

（本園）☎5379-1680
（分園）☎6273-0886

フロンティアキッズ
新宿

新宿6-27-56
新宿スクエアビル2階 ☎3208-2744

保育所まぁむ
高田馬場駅前園

高田馬場3-1-5
花川第2ビル1・2階 ☎6279-1105

ぽけっとランド
市ヶ谷保育園

市谷船河原町1市ヶ谷
エスワンビル2・3階 ☎5227-7520

ほっぺるランド牛込 北山伏町1-2 ☎6265-0841
ほっぺるランド神楽坂 榎町43-1ユニゾ

神楽坂ビル2・3階 ☎5227-6798
ほっぺるランド上落合 上落合1-15-13 ☎6908-8415
ほっぺるランド北新宿 北新宿3-9-20 ☎5937-2960
ほっぺるランド新大久保 大久保1-16-20 ☎6380-3920

ほっぺるランド
早稲田鶴巻町

早稲田鶴巻町575-1
早稲田鶴巻町パー
クホームズ1階

☎3235-5008

ポピンズナーサリー
スクール市ヶ谷

払方町19-1
エムジー市ヶ谷ビル
2・3階

☎5946-8670

ポピンズナーサリー
スクール四ッ谷

市谷本村町2-10
ストリーム市ヶ谷3階 ☎5225-2015

ルーチェ保育園
西新宿

（本園） 西新宿7-18-1  
TOMOEビル2階

（分園） 西新宿7-18-5  
VORT西新宿ビル1階

（本園）☎5937-5581
（分園）☎5937-1185

にじいろ保育園
市谷加賀町

市谷加賀町2-4-18
※�令和4年10月開設予定

☎6431-9769
（開設準備室）
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淀橋第四幼稚園 北新宿3-17-1 ☎3227-2165
3227-2602

早稲田幼稚園 早稲田南町25 ☎3205-9086
3205-1213

私立幼稚園
牛込成城幼稚園 原町3-87 ☎3341-5058
おおや幼稚園 高田馬場2-8-18 ☎3200-7506
下落合みどり幼稚園 中落合4-3-1 ☎3953-6112
戸山幼稚園 戸山2-7-2 ☎3203-6834
豊多摩幼稚園 西落合4-8-18 ☎3951-5982
伸びる会幼稚園 上落合2-25-19 ☎3361-5020
目白ケ丘幼稚園 下落合2-15-11 ☎3951-2115
目白平和幼稚園 下落合3-14-25 ☎3954-0448
四谷新生幼稚園 四谷1-14 ☎3357-7036

北新宿子ども園 北新宿3-20-2
☎3365-0225

3365-1686
相談専用（※2）

☎3365-1686

しなのまち子ども園 信濃町20
☎3357-6853

3357-5136
相談専用（※2）

☎3357-5136

戸山第一子ども園 戸山2-26-101
☎3202-7879

3202-7820
相談専用（※2）

☎3202-7820

西落合子ども園 西落合1-31-24
☎3954-1064

3954-2044
相談専用（※2）

☎3954-2044

西新宿子ども園 西新宿4-35-5
☎3299-7727

3377-9663
相談専用（※2）

☎3377-9351

四谷子ども園 四谷2-6
☎5369-3775

3341-1801
相談専用（※2）

☎5369-3170
※�2：�相談専用電話番号�月～土曜日�午前9時～午後5時
（土曜日は一部の園で実施）

区立幼稚園

市谷幼稚園 市谷山伏町1-3 ☎3266-0184
3269-5766

牛込仲之幼稚園 市谷仲之町4-33 ☎3358-3880
3358-3887

大久保幼稚園 大久保1-1-21 ☎3205-9425
3205-1533

落合第三幼稚園 西落合1-12-20 ☎3565-0914
3565-1167

落合第四幼稚園 下落合2-9-34 ☎3565-0939
3565-1250

津久戸幼稚園 津久戸町2-2 ☎3266-0129
3266-1170

鶴巻幼稚園 早稲田鶴巻町140 ☎3205-9167
3205-1277

戸塚第二幼稚園 高田馬場1-25-21 ☎3205-9609
3205-1780

西戸山幼稚園 百人町4-7-1 ☎3362-0400
3360-1258

花園幼稚園 新宿1-22-1 ☎3353-8277
3353-8433

余丁町幼稚園 若松町13-1 ☎3205-9255
3205-1390

四谷第六幼稚園 大京町30 ☎3358-3774
3358-3772

幼稚園

区立小学校

愛日小学校 北町26 ☎3266-1604
3266-8084

市谷小学校 市谷山伏町1-3 ☎3266-1603
3266-8078

牛込仲之小学校 市谷仲之町4-33 ☎3358-3762
3358-3755

江戸川小学校 水道町1-28 ☎3266-1602
3266-8076

大久保小学校 大久保1-1-21 ☎3205-9506
3205-9529

落合第一小学校 中落合2-13-27 ☎3565-0940
3565-0957

落合第二小学校 上落合2-10-23 ☎3227-2102
3227-1943

落合第三小学校 西落合1-12-20 ☎3565-0941
3565-0976

落合第四小学校 下落合2-9-34 ☎3565-0942
3565-0979

落合第五小学校 上落合3-1-6 ☎3227-2103
3227-1945

落合第六小学校 西落合4-11-21 ☎3565-0943
3565-0985

柏木小学校 北新宿2-11-1 ☎3227-2104
3227-2312

津久戸小学校 津久戸町2-2 ☎3266-1601
3266-8074

鶴巻小学校 早稲田鶴巻町140 ☎3205-9502
3205-9105

天神小学校 新宿6-14-2 ☎3358-3769
3358-3775

富久小学校 富久町7-24 ☎3358-3763
3358-3756

戸山小学校 百人町2-1-38 ☎3205-9507
3205-9572

戸塚第一小学校 西早稲田3-10-12 ☎3205-9508
3205-9648

戸塚第二小学校 高田馬場1-25-21 ☎3205-9509
3205-9734

戸塚第三小学校 高田馬場3-18-21 ☎3227-2101
3227-1942

西新宿小学校 西新宿4-35-5 ☎3373-6031
3299-7780

西戸山小学校 百人町4-2-1 ☎3227-2107
3227-2310

花園小学校 新宿1-22-1 ☎3353-8276
3353-8363

東戸山小学校 戸山2-34-2 ☎3205-9504
3205-9487

小学校

私立子ども園
大久保わかくさ子ども園 大久保1-4-1 ☎6265-9990
しんえい子ども園�もくもく 高田馬場4-36-12 ☎5332-5544
しんじゅくいるまこども園 戸山1-21-1 ☎6302-1221
新宿せいが子ども園 下落合2-10-20 ☎3954-4190
ChaCha�Children
Higashitoyama 戸山2-34-101 ☎5155-4321

富久ソラのこども園
ちいさなうちゅう 富久町14-1 ☎6380-0414

富久ソラのこども園
ちいさなうちゅう分園 新宿5-3-13 ☎6380-6437

認定こども園
新宿ベアーズ

西新宿5-25-11
エイジーエス
西新宿ビル1・3階

☎6276-5431
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余丁町小学校 若松町13-1 ☎3205-9503
3205-9478

四谷小学校 四谷2-6 ☎5369-3776
3341-4343

四谷第六小学校 大京町30 ☎3358-3767
3358-4048

淀橋第四小学校 北新宿3-17-1 ☎3227-2105
3227-1946

早稲田小学校 早稲田南町25 ☎3205-9501
3205-9067

私立小学校
学習院初等科 若葉1-23-1 ☎3355-2171

成女高等学校 富久町7-30 ☎3351-2330
成城高等学校 原町3-87 ☎3341-6141
保善高等学校 大久保3-6-2 ☎3209-8756
目白研心高等学校 中落合4-31-1 ☎5996-3131
早稲田高等学校 馬場下町62 ☎3202-7674

私立大学・大学院
東京富士大学 高田馬場3-8-1 ☎3368-0351
目白大学 中落合4-31-1 ☎5996-3117
学習院女子大学 戸山3-20-1 ☎3203-1906
慶應義塾大学医学部 信濃町35 ☎3353-1211
工学院大学 西新宿1-24-2 ☎3342-1211
東京医科大学 新宿6-1-1 ☎3351-6141
東京女子医科大学 河田町8-1 ☎3353-8111
東京理科大学 神楽坂1-3 ☎3260-4271
早稲田大学（社会連携課） 西早稲田1-6-1 ☎3204-4604
法政大学大学院 市谷田町2-15-2 ☎5228-0551

区立中学校

牛込第一中学校 北山伏町4-1 ☎3266-1605
3266-8086

牛込第二中学校 喜久井町20 ☎3205-9671
3205-9815

牛込第三中学校 市谷加賀町1-3-1 ☎3266-1606
3266-8087

落合中学校 下落合2-24-6 ☎3565-0701
3565-0728

落合第二中学校 西落合1-6-5 ☎3565-0702
3565-0743

新宿中学校 新宿6-15-22 ☎3357-6191
3357-6195

新宿西戸山中学校 百人町4-3-1 ☎3227-2110
3365-3851

西新宿中学校 西新宿8-2-44 ☎5330-0661
5330-0672

西早稲田中学校 戸山3-20-2 ☎3205-9674
3205-9859

四谷中学校 四谷1-12 ☎3358-3771
3358-3770

私立中学校
海城中学校 大久保3-6-1 ☎3209-5880
学習院女子中等科 戸山3-20-1 ☎3203-1901
成城中学校 原町3-87 ☎3341-6141
成女学園中学校 富久町7-30 ☎3351-2330
目白研心中学校 中落合4-31-1 ☎5996-3131
早稲田中学校 馬場下町62 ☎3202-7674

中学校

特別支援学校

新宿養護学校 西新宿4-20-11 ☎5351-1233
5351-3665

教育センター
大久保3-1-2
（新宿コズミック
センター内）

☎3232-2713
3232-2710

女神湖高原学園
（ヴィレッジ女神湖）

長野県北佐久郡立
科町大字芦田八ヶ
野字赤沼平994

☎0267-55-6100
0267-55-6833

高等学校
都立高等学校
新宿山吹高等学校 山吹町81 ☎5261-9771
戸山高等学校 戸山3-19-1 ☎3202-4301
新宿高等学校 内藤町11-4 ☎3354-7411
総合芸術高等学校 富久町22-1 ☎3354-5288
私立高等学校
海城高等学校 大久保3-6-1 ☎3209-5880
学習院女子高等科 戸山3-20-1 ☎3203-1901

教育施設

東京新宿メディカルセンター 津久戸町5-1 ☎3269-8111
東京女子医科大学病院 河田町8-1 ☎3353-8111
国立国際医療研究センター病院 戸山1-21-1 ☎3202-7181
柳町病院 市谷柳町25 ☎3268-3521
林外科病院 大京町27 ☎3357-3161
慶應義塾大学病院 信濃町35 ☎3353-1211
聖母病院 中落合2-5-1 ☎3951-1111
目白病院 下落合3-22-23 ☎3953-9909
東京医科大学病院 西新宿6-7-1 ☎3342-6111
春山記念病院 百人町1-24-5 ☎3363-1661
東京山手メディカルセンター 百人町3-22-1 ☎3364-0251
東京都保健医療公社大久保病院 歌舞伎町2-44-1 ☎5273-7711

救急医療機関

東京都庁 新宿区西新宿2-8-1 ☎5321-1111
千代田区役所 千代田区九段南1-2-1 ☎3264-2111
中央区役所 中央区築地1-1-1 ☎3543-0211
港区役所 港区芝公園1-5-25 ☎3578-2111
文京区役所 文京区春日1-16-21 ☎3812-7111
台東区役所 台東区東上野4-5-6 ☎5246-1111
墨田区役所 墨田区吾妻橋1-23-20 ☎5608-1111
江東区役所 江東区東陽4-11-28 ☎3647-9111
品川区役所 品川区広町2-1-36 ☎3777-1111
目黒区役所 目黒区上目黒2-19-15 ☎3715-1111
大田区役所 大田区蒲田5-13-14 ☎5744-1111
世田谷区役所 世田谷区世田谷4-21-27 ☎5432-1111
渋谷区役所 渋谷宇田川町1-1 ☎3463-1211
中野区役所 中野区中野4-8-1 ☎3389-1111
杉並区役所 杉並区阿佐谷南1-15-1 ☎3312-2111
豊島区役所 豊島区南池袋2-45-1 ☎3981-1111
北区役所 北区王子本町1-15-22 ☎3908-1111
荒川区役所 荒川区荒川2-2-3 ☎3802-3111
板橋区役所 板橋区板橋2-66-1 ☎3964-1111
練馬区役所 練馬区豊玉北6-12-1 ☎3993-1111
足立区役所 足立区中央本町1-17-1 ☎3880-5111
葛飾区役所 葛飾区立石5-13-1 ☎3695-1111
江戸川区役所 江戸川区中央1-4-1 ☎3652-1151

都庁／区役所

東京都後期高齢者
医療広域連合
（お問合せセンター）

千代田区飯田橋3-5-1
東京区政会館15〜17階 ☎0570-086-519

広域連合
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ア

愛住町 160-0005
赤城下町 162-0803
赤城元町 162-0817
揚場町 162-0824
荒木町 160-0007

イ

市谷加賀町 162-0062
市谷甲良町 162-0856
市谷砂土原町 162-0842
市谷左内町 162-0846
市谷鷹匠町 162-0848
市谷田町 162-0843
市谷台町 162-0066
市谷長延寺町 162-0847
市谷仲之町 162-0064
市谷八幡町 162-0844
市谷船河原町 162-0826
市谷本村町 162-0845
市谷薬王寺町 162-0063
市谷柳町 162-0061
市谷山伏町 162-0857
岩戸町 162-0832

エ 榎町 162-0806
オ 大久保 169-0072

カ

改代町 162-0802
神楽河岸 162-0823
神楽坂 162-0825
霞ヶ丘町 160-0013
片町 160-0001
歌舞伎町 160-0021
上落合 161-0034
河田町 162-0054

キ

喜久井町 162-0044
北新宿 169-0074
北町 162-0834
北山伏町 162-0853

サ
細工町 162-0838
左門町 160-0017

シ

信濃町 160-0016
下落合 161-0033
下宮比町 162-0822
白銀町 162-0816
新小川町 162-0814
新宿 160-0022

ス
水道町 162-0811
須賀町 160-0018
住吉町 162-0065

タ
高田馬場 169-0075
簞笥町 162-0833
大京町 160-0015

ツ
築地町 162-0818
津久戸町 162-0821
筑土八幡町 162-0815

テ 天神町 162-0808

ト

戸塚町 169-0071
富久町 162-0067
戸山3丁目
18・21番 169-0052

戸山（その他） 162-0052

ナ

内藤町 160-0014
中井 161-0035
中落合 161-0032
中里町 162-0804
中町 162-0835
納戸町 162-0837

ミ

南榎町 162-0852
南町 162-0836
南元町 160-0012
南山伏町 162-0854

ヤ
山吹町 162-0801
矢来町 162-0805

ヨ

横寺町 162-0831
余丁町 162-0055
四谷 160-0004
四谷坂町 160-0002
四谷三栄町 160-0008
四谷本塩町 160-0003

ワ

若葉 160-0011
若松町 162-0056
若宮町 162-0827
早稲田鶴巻町 162-0041
早稲田町 162-0042
早稲田南町 162-0043

ニ

西落合 161-0031
西五軒町 162-0812
西新宿 160-0023

西早稲田
2丁目1番1号
〜23号、2番

162-0051

西早稲田
（その他） 169-0051

二十騎町 162-0855

ハ
払方町 162-0841
原町 162-0053
馬場下町 162-0045

ヒ
東榎町 162-0807
東五軒町 162-0813
百人町 169-0073

フ
袋町 162-0828
舟町 160-0006

ヘ 弁天町 162-0851

以下のビルについては、
お近くの郵便局で
お尋ねください。
新宿アイランドタワー
新宿センタービル
新宿野村ビル
新宿住友ビル
新宿三井ビル
小田急第一生命ビル
新宿NSビル
新宿モノリスビル
新宿パークタワー
新宿スクエアタワー
新宿エルタワー
住友不動産新宿オークタワー
住友不動産新宿グランドタワー
東京オペラシティ

新宿区役所
（本庁舎・第一分庁舎）

160-8484
（第二分庁舎／分館）

160-0022

郵便番号
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