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総務課総務係　　5273-3505問 ☎

子ども未来基金
子育て家庭の福祉の向
上を図り、未来を担う子
どもたちの生きる力を育
むため、子どもの育ちを
支援する区民等の自主的な活動に助成します。

夏目漱石記念施設整備基金
文豪・夏目漱石が生まれ育ち、その
生涯を閉じたまち・新宿に、漱石生
誕150周 年 の 平 成29年9月24日
に開館した「新宿区立漱石山房記
念館」の資料収集等に活用します。

新宿区へのふるさと納税（寄附金）

文化観光課文化資源係　　  5273-4126問 ☎ 子ども家庭課企画係　　  5273-4261問 ☎

みどり公園課公園管理係
5273-3914

問
☎

障害者福祉課福祉推進係
5273-4516

問
☎

保育園・子ども園・児童館等の施設整備について…
子ども家庭課管理係
5273-4260

問

☎

幼稚園・小中学校等の施設整備について…
教育調整課管理係　
5273-3070

問

☎

義務教育施設整備等   
次世代育成環境整備基金
義務教育施設等、次世代の社会を担う子どもが
健やかに育成される環境の整備に活用します。地域包括ケア推進課高齢いきがい係

5273-4567
問
☎

高齢者福祉活動基金
地域の高齢者に対する福祉活動への助成やそ
のほかの高齢者福祉施策の推進に活用します。

地域コミュニティ課管理係　　5273-3872問 ☎

協働推進基金
協働による地域社会づくりの推進のため、区が
抱えるさまざまな課題の解決に取り組む、NPO
等の社会貢献活動事業に助成します。

総務課総務係　　5273-3505問 ☎

ふるさと新宿区わがまち応援寄附金
区内の公益的活動を行う団体を指定して寄附が
でき、寄附金の7 割を寄附者が指定した団体活動
の支援に、3 割を区政全般のために活用します。

新型コロナウイルス感染症対策寄附金
区の新型コロナウイルス感染症対策に幅広く活用
します。

障害者福祉活動基金
障害者福祉の増進を図るため、障害者の自立
や社会参加を促進する活動に助成します。

☎◆区政全般への寄附については、総務課総務係 5273-3505へお問い合わせください。

　区への寄附にご協力いただくと、所得税・住民税の
寄附金控除を受けられます。寄附金控除には原則とし
て寄附証明書による確定申告が必要ですが、「給与所
得がある」など一定の要件に該当する方は、確定申告
が不要の「ワンストップ特例制度」が利用できます。

税制上の優遇措置

に こ に こ

生涯学習スポーツ課生涯学習スポーツ係
5273-4358

問
☎

スポーツレガシー 2020基金
（スポーツ施設整備基金）

東京2020大会後のスポーツレガシーとして「誰も
が気軽に身近な施設でスポーツを楽しむこと」を
引き継ぐため、スポーツ施設の整備に活用します。

みどり公園基金
みどりの創出、保全と公園の充実を図るため、
公園用地・緑地の取得や公園等の整備に活用
します。

　  22 さくいん（索引）

　  公的施設等一覧
29 公的施設等一覧
37 郵便番号
38 主な区立施設の設備一覧

　  相談
44 生活一般の相談
52 災害（火災・水害・震災）時の相談・総合案内

　  区役所と特別出張所
53 新宿区役所案内図／各地区マップ
63 特別出張所
65 引っ越しするとき

　  緊急のとき／安心安全
66 救急診療
66 交通事故
67 防災
69 防犯
72 消費生活／悪質商法

　  手続き／届出
73 届出／登録／証明
79 国民健康保険（国保）
82 後期高齢者医療制度
84 国民年金
86 税金
87 インターネットを利用した手続き等

　  健康／衛生
88 病気の予防
92 衛生
92 医療費助成
93 公害保健
93 施設

　  高齢者福祉
94 高齢者福祉

　  介護保険
98 介護保険

　  障害者福祉
101 障害者福祉
105 障害のある方に関わりのある区内施設等
109 コミュニケーション支援

　  その他の福祉
110 相談／福祉サービス
113 ボランティア
113 人権／生活の援助
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仕事／経営

健康／衛生

協働／身近な行政
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ごみ／環境／リサイクル

文化／スポーツ

介護保険
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※本誌に掲載されている情報は、原則令
和4年1月末現在のものです。その後
内容に変更が生じる場合もあります。

※本誌に掲載されている電話番号は、原
則市外局番（03）を省略しています。
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いざというときに備えて／新宿区の主な情報ツール

　  子ども／教育
115 妊娠／出産
117 子ども総合センター／子ども家庭支援センター
118 相談
119 居場所づくり
121 手当／助成
124 幼児教育・保育の無償化
124 保育園／子ども園／児童館・児童コーナー／学童クラブ
126 幼稚園／学校
127 青少年健全育成

　  文化／スポーツ
128 図書館／博物館／文化センター
132 観光
133 生涯学習
134 スポーツ／余暇
139 多文化共生

　  ごみ／環境／リサイクル
140 資源・ごみの分け方と出し方
143 環境／リサイクル

　  生活環境
144 上下水道
144 動物
145 消費生活／悪質商法
146 公園／道路／みどり
149 自転車／自動車

　  住宅／まちづくり
152 住宅
156 まちづくり

　  仕事／経営
158 ワーク・ライフ・バランス
158 就労支援
159 中小企業

　  協働／身近な行政
161 地域／協働
161 男女共同参画
162 選挙
162 区議会
164 広報
165 広聴
166 情報公開／個人情報保護／公益保護
166 新宿区のプロフィール
169 区民憲章など

医療機関リスト・・・170

地域／くらしの広告・・・199

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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