新宿区のマンション施策一覧
新宿区では、マンション施策として以下の事業を実施しています。ぜひ、ご活用ください。内容にご不明な点
がございましたら、問い合わせ先までお問い合わせください。
新宿区都市計画部住宅課
事業名

マンション管理相談

内容

令和４年４月現在
問い合わせ先

区内分譲マンションの管理組合役員、区分所有者等、区内賃貸マン
ションの所有者を対象に、管理組合の運営や建物の維持管理等につい
て、新宿区マンション管理相談員（マンション管理士、一級建築士、
弁護士など）が相談を承ります（要予約、無料）。
※賃貸マンションの場合は、建物の維持管理に関する相談のみ
日時：第２・第４金曜日（祝日等を除く）午後１時～３時５０分
場所：区役所第１分庁舎２階区民相談室

マンション
管理相談員派遣

区内分譲マンションの管理組合や区内賃貸マンションの所有者等を
対象に、管理組合の運営や建物の維持管理等について、総会・理事会・
各種専門委員会など区分所有者の方が集まる場などへ、新宿区マンシ
ョン管理相談員（マンション管理士、一級建築士、弁護士など）を派
遣します（要申請、無料）。
※賃貸マンションの場合は、建物の維持管理に関する相談のみ
申請は、派遣予定日より２週間前までにお願いします。

分譲マンション
管理セミナー

都市計画部住宅課
居住支援係
本庁舎７階１５番窓口
TEL ５２７３- ３５６７
管理組合の運営や建物の維持管理に関するセミナーを開催していま
FAX ３２０４- ２３８６
す。対象は新宿区内にある分譲マンションの管理組合役員、区分所有者、
居住者等です。
開催日等は区ホームページ、広報新宿でお知らせします。

賃貸マンション
管理セミナー

マンション
管理組合交流会

賃貸マンションの建物の維持管理に関するセミナーを開催していま
す。対象は新宿区内にある賃貸マンションの所有者です。
開催日等は区ホームページ、広報新宿でお知らせします。

区内分譲マンションの管理組合役員や区分所有者等が、マンション
をめぐる諸問題について情報・意見交換を行い、相互交流できる場と
しての交流会を開催しています。
開催日等は区ホームページ、広報新宿でお知らせします。

マンション問題
無料なんでも相談

マンション管理士が、管理組合の運営や建物の維持管理等、分譲マ
【主催】
ンションのことについて、なんでも相談に応じます。（予約不要）
東京都マンション管理士会
新宿支部
※東京都マンション管
相談日：毎月第１・３水曜日（祝日等を除く）午後１時～４時
TEL ０９０- １０３３- ９３８６
理士会新宿支部主催
相談場所：新宿区役所 本庁舎１階ロビー
の相談会です

1

事業名

家具転倒防止器具
取付け事業

内容

問い合わせ先

区内居住者を対象に、専門業者を派遣して設置場所に適した家具転
倒防止器具の調査・取付けを行います。
危機管理担当部
調査費及び取付費は区の負担、器具は原則として利用者負担ですが、 危機管理課危機管理係
「新宿区災害時要援護者名簿に登録している方」及び「生活保護受給世 本庁舎４階１３番窓口
帯の方」は器具５点まで無料になります（無料は世帯で１回のみ）。
TEL ５２７３- ４５９２

詳しくは、危機管理課、特別出張所で配布しているチラシのほか区ホ FAX ３２０９- ４０６９
ームページをご覧ください。

本冊子は、中高層マンションにお住いの一人ひとりが取り組む事前
中高層マンションの の備えと防災コミュニティづくりについて、わかりやすく説明してい
防災対策マニュアル ますので、ぜひ、ご活用ください。（危機管理課、各特別出張所、各図
「マンション防災はじ 書館で配布。区のホームページからもご覧いただけます。）
めの一歩」の配布
また、中高層マンション自主防災組織の新規結成や活動にあたって
は、ご相談ください。

長周期地震動
シミュレータ―訓練

中高層マンション
自主防災組織
防災資機材支給事業

区内分譲マンションの管理組合及びマンション内の自主防災組織と
連携して、マンション特有の揺れを体験できる地震動シミュレーター
を用いた訓練を行います。マンション内で防災訓練等をお考えの際は、 危機管理担当部
ご相談ください。
危機管理課地域防災係
なお、装置の使用条件として、１００Vの電源2か所、おおよそ４m 本庁舎４階１３番窓口
×４ｍ以上の屋内のスペースなどが必要となります。
TEL ５２７３- ３８７４
FAX ３２０９- ４０６９
詳しくは、お問い合わせください。
区内の５階建て以上かつ住宅の用途に供する部分の戸数が２０戸以
上の中高層マンションの自主防災組織に対し、区が選定した防災資機
材の中から、価格の合計が２０万円までの範囲内で、防災資機材を現
物支給します。
（１組織１回限り。新宿区の防災区民組織にすでに認定
されている組織については、対象外となります。）
自主防災組織の新規結成についてはご相談ください。
詳しくは、お問い合わせください。

・地域コミュニティへの参加を呼びかけるため、ワンルームマンショ
ンの建築主・所有者を通じて、町会・自治会活動をご案内する冊子「地
縁いきいき」と、町会長・自治会長をご紹介するパンフレット「顔 地域振興部
のわかる町会長・自治会長」を入居者に配付しています。
地域コミュニティ課
マンションにお住まい
コミュニティ係
の方への『町会・自治 ・単一町会と連携して単一町会内にあるマンションの居住者を対象に
本庁舎１階１４番窓口
会』の加入案内
した「単一町会紹介パンフレット」を配付しています。
TEL ５２７３- ４１２７
・不動産協会、宅建協会と連携して、「町会・自治会案内チラシ日本語 FAX ３２０９- ７４５５
版・四か国語版（日本語ルビ・英・中・韓）
」をマンションの賃貸契
約時に配付しています。

地域コミュニティ
事業助成

マンション等共同住宅内でのコミュニティ事業に対して事業経費の
一部を助成します。
【助成対象事業例】
・マンションと町会・自治会共催による夏祭り、防災講座の開催、マ
ンション内に自治会を設立するための勉強会等
【助成限度額】
・1事業当たり10万円
ただし、マンション等共同住宅内の地域コミュニティを新たに立ち
上げることを目的とする事業、複数団体と連携して行う事業の場合
は20万円
【助成率】
・助成対象経費の3/4
ただし、一部の事業及び感染症対策に伴う経費の助成率は高くなる
場合があります。
その他、要件がございますので、詳しくはお問い合わせください。
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最寄りの特別出張所
または、地域コミュニティ課
コミュニティ係
TEL ５２７３- ４１２７
FAX ３２０９- ７４５５

事業名

内容

問い合わせ先

資源の集団回収

管理組合等の区民（10世帯以上）で構成される団体が、資源回収事
業者と直接契約を取り交わして自主的に行う古紙、古布、缶等の資源回
収（集団回収）について、区が支援します。
【支援内容】
・ 支援対象品目の回収重量1kgあたり6円の報奨金を支給します。
・ 作業支援用具（軍手、ごみ袋等）を年1回支給します。
【条件等】
・ 集団回収実践団体として登録（10世帯以上）すること
・ 回収量を報告（毎月）すること
・ 新聞、雑誌、段ボールの3品目は回収必須
※回収対象となった資源は、区が実施する週1回の資源回収では回収し
ません。

新宿清掃事務所事業係
下落合２－１－１
TEL ３９５０- ２９６２
FAX ３９５０- ２９３２

新宿清掃事務所
おおむね１０世帯以上の集合住宅やマンション・寮などで、管理組合、
下落合２－１－１
管理会社、自治会、建物のオーナー、管理人などの申し出により、資
TEL ３９５０- ２９２３
源回収容器を貸し付けます。
FAX ３９５０- ２９３２
【回収容器の種類】
・ コンテナ（びん用、缶用、スプレー缶、カセットボンベ、乾電池用）
新宿東清掃センター
・ 自立式ネット（ペットボトル用）
四谷三栄町１０－１６
【条件等】
資源回収容器の貸付
・ 回収容器へ資源を入れる日時などは、住宅内の取り決めに従うこと TEL ３３５３- ９４７１
・ 管理人または担当者は、必ず回収日の朝8時までに回収容器を資 FAX ３３５３- ９５０５
源・ごみ集積所に出すこと
・ 資源回収後は速やかに回収容器を引き下げること
歌舞伎町清掃センター
歌舞伎町２－４２－７
詳しくは、管轄の清掃事務所または清掃センターへお問い合わせく TEL ３２００- ５３３９
ださい。
FAX ５２７２- ３４９４
地球温暖化対策の推進を図るため、温室効果ガス削減に配慮した新
エネルギー、省エネルギー機器の導入に対して、補助金を交付します。
施行前であること、導入する機器等が未使用のものであること、過
去にこの制度に基づく同一機器の補助を受けていないこと、令和5年2
月28日までに設置完了報告書や必要書類の提出が可能なこと等の条件
があります。詳しくはお問い合わせください。

新エネルギー
及び
省エネルギー機器等
導入補助金制度

①集合住宅用
【対象者】
・ 区内に集合住宅を所有している、またはこれから所有しようと
する中小企業者（個人事業者を含む）で、当該集合住宅に機器
等を設置または施工する者
・ 区内にある集合住宅において、当該集合住宅に機器等を設置ま
たは施工する管理組合等
【補助対象機器等及び補助金】
・ 太陽光発電システム 100,000円／ kＷ （上限300,000円）
・ 共用部ＬＥＤ照明設置 施工経費の50％（上限300,000円）
②個人住宅用
【対象者】
区内に居住または居住する予定の方で、その住宅に下記の機器等
を自ら使用する目的で設置または施工する者
【補助対象機器等及び補助額】
・ 太陽光発電システム 100,000円／ kＷ（上限300,000円）
・ CO2冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）定額100,000円
・ 家庭用燃料電池（エネファーム）定額100,000円
・ 高反射率塗装（屋根または屋上）
施工面積1m2当たり2,000円（上限200,000円）
・ 住宅向け断熱窓改修 施工経費の25％（上限100,000円）
・ 蓄電池システム 10,000円／ kＷh（上限100,000円）
・ 雨水利用設備 本体価格の50％（上限20,000円）
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環境清掃部
環境対策課環境計画係
本庁舎７階１２番窓口
TEL ５２７３- ３７６３
FAX ５２７３- ４０７０

事業名

建築物等
耐震化支援事業

内容

問い合わせ先

地震災害から区民の皆さんの生命や財産を守るため、建築物等の耐
震化を支援する助成制度があります。助成要件、手続き等については、
対象となる助成の内容ごとに異なります。詳しくは、お問い合わせく
ださい。
①非木造建築物
【助成対象】
昭和５６年（１９８１年）５月３１日以前に着工した建築物
都市計画部
【主な助成内容】
防災都市づくり課
・耐震アドバイザー派遣・簡易耐震診断（無料）
本庁舎８階３番窓口
・耐震診断・補強設計への助成
TEL ５２７３- ３８２９
・耐震改修工事への助成
FAX ３２０９- ９２２７
②ブロック塀等
【助成対象】
一般の交通の用に供する道に沿って設けられている、高さ1.0m
以上の安全性が確認できないブロック塀、万年塀等
【主な助成内容】
・除去への助成
一定要件を満たす区内の対象建築物において、既設エレベーターの
防災対策改修工事をする際に工事費の一部を助成します。

【対象建築物】
以下の全てを満たす建築物
・ 延べ面積１，０００㎡以上かつ地上３階建て以上
・ 耐火建築物又は準耐火建築物
・ 昭和５６年６月１日以降に着工し、検査済証が交付されている
建築物、又は耐震診断により耐震性を確認した建築物、
または耐震改修により耐震性を確保した建築物
【対象工事】
新宿区エレベーター
以下のいずれか１項目以上を行う改修工事
防災対策改修支援事業
・ Ｐ波感知型地震時管制運転装置の設置
・ 主要機器の耐震補強（２０１４年基準）
・ 戸開走行保護装置の設置
【助成対象者】
以下のいずれかに該当する、対象建築物の全部または一部の所有者
・ 助成対象者を含む世帯全員が住民税を滞納していない個人
・ 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者である法人
（特定緊急輸送道路沿道建築物を除く）
・ 区分所有建築物の場合、管理組合の総会決議によって選任された
者、または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

都市計画部建築指導課
構造設備担当
本庁舎８階６番窓口
TEL ５２７３- ３７４５
FAX ３２０９- ９２２７

その他にも要件がございますので、詳しくはお問い合わせください。
高さ1.5m以上の擁壁の新設または築造替えに係る無料コンサルタン
ト派遣や、工事費の一部を助成します。詳細についてはお問い合わせ
新宿区擁壁及び
ください。
がけ改修等支援事業 【対象者】
擁壁・がけの個人所有者、管理組合の代表者等（法人が所有してい
る場合は中小企業者に限る）

アスベスト対策

アスベスト対策が必要な建築物の所有者等に対して吹付けアスベス
ト調査員派遣の実施や含有調査・除去等工事費用の助成を行っていま
す。詳細についてはお問い合わせください。
【助成対象者】
区内建築物の個人所有者、管理組合の代表者等（法人が所有してい
る場合は中小企業者に限る）
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都市計画部建築調整課
本庁舎８階5番窓口
TEL ５２７３- ３５４４
FAX ３２０９- ９２２７

