
　各種手続きや緊急・防災
情報など新宿区のさまざま
な情報を掲載しています。音
声読み上げ機能や外国語自
動翻訳にも対応しています。

　区政や新宿のまちをより身
近に感じていただけるよう、区
政情報などを映像で分かりや
すくお伝えします。ユーチュー
ブ内「新宿区チャンネル」で配
信しています。区ホームペー
ジから視聴できます。

　リアルタイムに情報発信できるソーシャル・ネットワー
キング・サービス「ツイッター」「フェイスブック」を活用し、
区のイベントや事業などを案内するほか、緊急時は地震
や台風等の災害関連情報を発信しています。

知りたいコトはここからキャッチ！

行政情報
Administrative

防災情報
Disaster prevention

観光情報
Tourism

イベント情報
Event

スマートフォン版
https://www.city.
shinjuku.lg.jp/

ツイッター フェイスブック

携帯電話
（フィーチャーフォン）版

http://www.city.
shinjuku.lg.jp/m/

アカウント 新宿区区政情報課

個別配達
申込みフォーム

配布場所 バックナンバー

声の広報
（YouTube）
　広報新宿の記事
をユーチューブの
音声で聞くことが
できます。

点字版・声の広報
　「広報新宿」の内容を掲載
した点字版または音声デー
タ等に吹き込んだもの（CD、
デイジー、カセットテープ）を
ご自宅に送付します。

FAX

申込み・問合せ窓口

☎

総合政策部区政情報課
　 5273-4064
　 5272-5500

Shinjuku City Information Tool

ツイッター・フェイスブック・

LINE・微 博（Weibo）で 区

のイベントや事業を案内す

るほか、緊急時は地震や

台風等の災害関連情報を

発信しています。
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外国人住民向けのウェブ

サイトです。防災情報を

含む新宿区のいろいろな

情報を発信しています。

がいこくじんじゅうみん む
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しんじゅく くふく

じょうほう はっしん

た じょうほう さんしょう
その他の情報は、　　　  を参照してください。P139

※スマートフォンや携帯電話のカメラ機能を使って、二次元コードからご覧いただけます。

　お子さんにも読みやすい文
章で行政情報を掲載している
専用の公式ホームページで
す。行政情報以外にいじめや
家庭内虐待等の電話相談窓
口やLINEで簡単に相談でき
る窓口を紹介しています。

　パソコンやスマートフォン
などで「広報新宿」の記事を
閲覧できるウェブサイトで
す。カテゴリー
ごとに検索でき
るので便利です。

　スマートフォン用アプリ
「マチイロ」で広報紙を閲覧
できます。アプリを起動し、

「お住まいの地域」に「新宿
区」を設定して
ください。

　新宿区の行政サービスや
サービスごとの問い合わせ先、
ホームページリンクを探せる
便利なウェブサイト
です。

新 宿 区 公 式
ホームページ内
イベントカレンダー

※新宿区観光振興協会ホーム
ページからもイベントを検
索できます。

　開催予定の区
内イベントを項
目ごとに検索で
きます。

新宿区観光
振 興 協 会
ホームページ

　毎月5日・15日・25日（1月は1日・15日・25日）に
発行しています。発行日の日刊6紙（朝日・産経・東
京・日本経済・毎日・読売新聞）朝刊に折り込みでお
届けしているほか、区の施設等に置いています。
　また、新聞を購読していない区内のご家庭等を
対象に、広報新宿をお届けします。お申込フォーム・
電話・ファックス・郵送で申し込めます。
　区公式ホームページ（下記二次元コード「バック
ナンバー」）でも、広報新宿をご覧いただけます。
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For Foreigners新宿区の主な情報ツール

新宿らくらくバリアフリーマップ、しんじゅく子育て応援ナビなど、
その他の情報ツール一覧はこちらからご覧いただけます ➡ 20、21ページのお問い合わせ⇒区政情報課広報係：☎5273-4064 20
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