
新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。
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区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）、出席するイベントなどを

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

古紙配合率70％白色度70％
再生紙を使用しています。

【
対
象
施
設
】

施設名

① ちびっこ広場トイレ

② 事務所脇トイレ

③ スポーツコーナー・トイレ

　収集終了日・開始日は下表のとおりです。収集日の午前8時までに、

資源・ごみ集積所に出してください。年末年始は、ごみの量や道路事

情等で収集時間が変わることがあります。

【問合せ】新宿清掃事務所（3950）2923・（3950）2932、新宿

東清掃センター（3353）9471・（3353）9505、歌舞伎町清掃セ

ンター（3200）5339・（5272）3494へ。

年末年始の
資源・ごみ収集

収集曜日 収集終了日 収集開始日

第1・第3月曜日地区 12月18日 1月15日

第1・第3火曜日地区 12月19日 1月16日

第1・第3水曜日地区 12月20日 1月17日

第1・第3木曜日地区 12月21日 1月4日

第1・第3金曜日地区 12月15日 1月5日

第1・第3土曜日地区 12月16日 1月6日

第2・第4月曜日地区 12月25日 1月8日(月・祝)

第2・第4火曜日地区 12月26日 1月9日

第2・第4水曜日地区 12月27日 1月10日

第2・第4木曜日地区 12月28日 1月11日

第2・第4金曜日地区 12月22日(金) 1月12日

第2・第4土曜日地区 12月23日(土・祝) 1月13日

金属・陶器・ガラスごみ

収集曜日 収集終了日 収集開始日

月曜日地区 12月25日 1月8日(月・祝)

火曜日地区 12月26日 1月9日

水曜日地区 12月27日 1月10日

木曜日地区 12月28日 1月4日

金曜日地区 12月29日 1月5日

土曜日地区 12月30日 1月6日

収集曜日 収集終了日 収集開始日

月・木曜日地区 12月28日 1月4日

火・金曜日地区 12月29日 1月5日

水・土曜日地区 12月30日 1月6日

燃やすごみ

◎家庭の粗大ごみ等の受け付け…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は、12月29日～

1月3日は休みです（粗大ごみのインターネット受け付けも含む）。

12月31日（日）～1月3日（水）は休みます

資源（古紙、容器包装プラスチック、びん、缶、ペットボトル、スプレー
　　　　 缶・カセットボンベ・乾電池）

　区では、新宿中央公園の活性化に向けて、今後、民間事業者によるカフェ・レストラン等の

設置やイベントに伴う基準緩和等、公園の魅力向上のための取り組みを進めます。今回、そ

の取り組みの一環として、新たな財源確保とともに、公園の活性化やイメージアップを図る

ため、新宿中央公園内のトイレ5か所（下記）の、ネーミングライツ（命名権）事業者を募集して

います。

【問合せ】みどり公園課公園管理係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎7階）（5273）

3914・（3209）5595へ。

【協定期間】平成30年4月から原則として3年

【応募資格】自らがネーミングライツ・パ

ートナーとなる法人 (ネーミングライツを

他の企業にリセール（転売）を行うことがで

きる広告代理店業を含む）、リセールを

行う場合は、リセール先企業が確定してい

る、「新宿区広告掲載ガイドライン」に抵

触しない業種・事業者

【協定金額】1か所当たり年間10万円以上

【申込み】12月26日までに所定の申込書

のほか必要書類を郵送 (消印有効)または

直接、みどり公園課公園管理係へ提出して

ください。

※申込書は同係で配布するほか、新宿区ホ

ームページから取り出せます。

※選定委員会で、愛称名、応募金額、協定期

間、企画内容などを総合的に評価し、事業

者を決定します。

施設名

④ 富士見台トイレ

⑤ 水の広場トイレ【新設】

①

③

④

商商商 店店店 街街街
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●●

公公民民連連携携でで公公園園のの魅魅力力アアッッププ！！

新新宿宿中中央央公公園園トトイイレレ

ネネーーミミンンググラライイツツ
事事業業者者をを募募集集

ふ
れ
あ
い
通
り

公園通り

水水のの広広場場

ナナイイアアガガララのの滝滝

エエココギギャャララリリーー
新新宿宿

熊熊野野神神社社

ジジャャブブジジャャブブ池池

ちちびびっっここ広広場場

公公園園大大橋橋

白白糸糸のの滝滝

芝芝生生広広場場

ビビオオトトーーププ

新新宿宿中中央央公公園園
管管理理事事務務所所

区区民民のの森森

富富士士見見台台

十二杜通り

北
通
り

写写真真工工業業
発発祥祥記記念念碑碑

北エリア

西エリア

東エリア

南
通
り

②

ののの年年年末末末年年年始始始イイイベベベンンントトト

　　東京商店街グランプリで

　　「大久保まつり」「百人町まつり」が準グランプリ受賞

　17年度から東京都が実施している、優れた商店街のイベント事業等

を表彰する「東京商店街グランプリ」で、新宿区の「大久保まつり／百

人町まつり」（主催：新大久保商店街振興組合／新宿百人町明るい会商

店街振興組合）が準グランプリ

を受賞しました。地元資源を有

効に活用している点と、地域交

流だけではなく観光インバウ

ンドにも効果的であることが

高い評価を受けました。
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　区内の商店街では、夏祭りやクリスマスイベントなど、地域のにぎ

わいを創出するイベントを実施しています。

　今回は、歳末セールやイルミネーションなど、商店会が年末年始に

実施するイベント（右表）と、東京商店街グランプリの結果をお知らせ

します。

【問合せ】産業振興課産業振興係（3344）0701・（3344）0221へ。

商店会・イベント名 期間

早稲田大学南門通り商店会
ピカ一南門イルミネーション
プロジェクト

12月25日まで

新宿アイランド商業施設出店者会
新宿アイランド
イルミネーション2017

12月25日まで

新宿仲通り商店会
新宿仲通り歳末イルミネーション

1月15日まで

新宿大通商店街振興組合
イルミネーション

1月14日まで

さかえ通り商店会
さかえ通りイルミネーション

12月25日まで

新宿駅前商店街振興組合
クリスマスイルミネーション

12月25日まで

四谷三丁目商店街振興組合
歳末イルミネーション

1月31日まで

信濃町商店振興会
歳末謝恩福引セール

12月15日まで

新大久保商店街振興組合
歳末イルミネーション

1月15日まで

戸山ハイツ西通り商店会
歳末大売出し

12月16日まで

高田馬場西商店街振興組合
歳末大売出し

12月15日まで

西早稲田商店会
地蔵で音楽歳末大売り出し

12月17日まで

商店会・イベント名 期間

目白通り商いの会
歳末感謝セール

12月24日まで

オレンジコートショッピング
センター会
オレンジコートクリスマスセール

12月25日まで

中井商友会
歳末大売出し

12月14日まで

余丁町商店会
余丁町商店会歳末大感謝セール

12月15日まで

住吉町商工会
歳末サンクスセール

12月10日まで

神楽坂通り商店会
神楽坂レシート祭り

12月15日まで

四谷二丁目発展会
四谷花いっぱいセール

12月14日まで

柏木親友会
歳末大売出し

12月7日
～20日

荒木町商店会
荒木町イルミネーション

12月11日
～1月6日

新宿東口商店街振興組合
サンタが街にやってきた
(17X’masプレゼント)

12月23日

新宿二丁目振興会
新宿2丁目スタンプラリー2017

12月29日
　 ～1月28日

　 水の広場トイレは

　 30年3月に設置します
⑤

障害者週間にちなんで開催
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障害のある方も ない方も

ともに支え合い

安心して暮らせるまちへ

おおいいでで
くくだだささいい
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