
■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

資料16

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属

145 健康づくり行動計画の策定（⑲新規） 健康部 （19年度に計画を策定したため終了）

1 健康づくりの推進 健康部 （経常化） 健康部

2 ○ 元気館事業の充実 健康部 元気館事業の推進 Ⅱ５① 27 健康部

3 アレルギー疾患等健康相談事業 健康部 （経常化） 健康部

4 結核対策の充実 健康部 （経常化） 健康部

5 エイズ対策の充実 健康部 エイズ対策の推進 Ⅱ５② 29 健康部

6 骨粗しょう症予防検診 健康部 （経常化） 健康部

146 健康部 高齢者の社会参加といきがいづくりの拠点整備 Ⅲ２① 36 福祉部

147 妊婦健康診査費助成（⑲新規） 健康部 （経常化） 健康部

精神障害者ホームヘルプサービスの実施 健康部 （⑱経常化） 健康部

精神障害者のケアマネジメント体制の構築 健康部 （⑱経常化） 健康部

7 利用者支援の充実 （経常化） 福祉部

① 総合的な情報提供 福祉部

② 相談体制の充実 福祉部

③ 福祉サービス第三者評価の推進
福祉部
健康部

8 成年後見制度の利用促進（⑱新規） 福祉部 成年後見制度の利用促進 Ⅱ１① 15 福祉部

高齢者の多様な住まいの推進 健康部 （⑱経常化） 福祉部

9 訪問指導の充実 健康部 （経常化） 健康部

10 ○ 高齢者が輝くまちづくり 健康部

① いきいき福祉大作戦 （経常化） 福祉部

② いきいきウォーク新宿 歩きたくなる道づくり（いきいきウオーク新宿） Ⅴ３① 74② 健康部

③ 高齢者の社会参加システムの構築 （19年度にモデル事業を実施し、システムを構築したため終了）

11 ○ 高年齢者就業支援事業への助成 健康部 （仮称）新宿仕事センターによる就労支援 Ⅲ２③ 38 地域文化部

12 福祉部 障害のある人への就労支援の充実（障害者就労支援の充実） Ⅲ２② 37①
福祉部
健康部

第四次実施計画（17年度～19年度）

１　生涯を通じ
た心と体の健康
づくり

２　きめこまや
かな総合的福祉
の推進

３　在宅福祉、
在宅医療の推進

４　社会参加と
生きがいづくり

Ⅰ
健康でおも
いやりのあ
るまち

高田馬場三丁目地区高齢者向け施設の建設（⑲新規）

知的障害者通所授産施設の充実
⇒障害者就労支援の充実（⑲変更）
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■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属第四次実施計画（17年度～19年度）

13 ○ 待機児童の解消 福祉部

① 待機児童解消緊急対策 （経常化） 子ども家庭部

② 私立認可保育所の整備
保護者が選択できる多様な保育環境の整備（私立認可保育所の
整備）

Ⅱ２① 10① 子ども家庭部

③ 認証保育所への支援
保護者が選択できる多様な保育環境の整備（認証保育所への支
援）

Ⅱ２① 10② 子ども家庭部

14 子育て相談の充実 健康部 （経常化） 健康部

① 育児グループ・育児相談の充実

② 親と子の相談室

③ 母親・両親・育児学級の充実

15 絵本でふれあう子育て支援 健康部
地域における子育て支援サービスの充実（絵本でふれあう子育
て支援事業）

Ⅱ２② 12④ 教育委員会

16 ○ 在宅子育て支援サービスの充実 福祉部

① ファミリーサポート事業 （経常化） 子ども家庭部

② 子どもショートステイ （経常化） 子ども家庭部

③ 一時保育の充実 地域における子育て支援サービスの充実（一時保育の充実） Ⅱ２② 12②
子ども家庭部

教育委員会

地域における子育て支援サービスの充実（ひろば型一時保育の
充実）

Ⅱ２② 12③ 子ども家庭部

17 ○ 子ども家庭支援センター機能の強化 福祉部
地域における子育て支援サービスの充実（子ども家庭支援セン
ターの拡充）

Ⅱ２② 12① 子ども家庭部

18 ○ 乳幼児親子の居場所づくり 福祉部 （経常化） 子ども家庭部

19 ○ 児童館機能の強化と学童クラブ事業の多様化 福祉部 子どもの居場所づくりの充実（学童クラブの充実） Ⅱ２① 11② 子ども家庭部

（児童館の管理運営は経常化）

20 ○ 幼稚園と保育園の連携・一元化
福祉部
教育委員会

保護者が選択できる多様な保育環境の整備（幼稚園と保育園の
連携・一元化）

Ⅱ２① 10③ 教育委員会

① 愛日幼稚園と中町保育園の幼保連携の実施

② 四谷幼保一元化の実施 （19年度開設）

21 ○ 新宿区児童手当（⑱新規） 福祉部 （経常化） 子ども家庭部

148 ○ 子ども医療費助成（⑲新規） 福祉部 （経常化） 子ども家庭部

５　子育て支援
の推進

Ⅰ
健康でおも
いやりのあ
るまち
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■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属第四次実施計画（17年度～19年度）

22 ○ 介護サービス基盤整備の推進 健康部

① 特別養護老人ホーム 介護保険サービスの基盤整備（特別養護老人ホーム等の整備） Ⅲ１① 31② 福祉部

② 介護老人保健施設 （17年度開設）

③ 居宅サービス

④ 小規模多機能型居宅介護施設（⑱新規）

⑤ 認知症高齢者グループホーム（⑱新規）

23 ○ 健康部 （経常化） 福祉部

24 ○ 自立支援対策の推進 健康部 （経常化） 福祉部

① いきがい対応型デイサービス

②
機能訓練
⇒⑱23「介護予防事業の整備」へ統合

25 認知症高齢者対策の推進 健康部 （経常化） 福祉部

① 徘徊高齢者探索サービス

② 精神保健相談並びに訪問指導の実施

26 ○ 健康部 （経常化） 福祉部

27 介護保険利用者保護体制の充実 健康部 （経常化） 福祉部

28 介護保険の適正利用の促進 健康部 （経常化） 福祉部

① 事業者指導の強化

② 請求費用点検の強化

29 ○ 知的障害者・障害児ショートステイの充実 福祉部 （経常化） 福祉部

30 ○ 心身障害者グループホームの設置促進 福祉部

① 知的障害者グループホームの設置促進
障害者の福祉サービス基盤整備（グループホーム（知的）等の
設置促進）

Ⅲ１② 34② 福祉部

② 重度重複心身障害者グループホームの設置促進 （19年度開設）

31 ○ 福祉部

① 身体障害者療護施設等の設置促進
⇒障害者入所支援施設（身体障害者）の設置促進
（⑲変更）

（20年度開設）

② 知的障害者入所更生施設等の設置促進
⇒障害者入所支援施設（知的障害者）の設置促進
（⑲変更）

障害者の福祉サービス基盤整備（障害者入所支援施設（知的）
等の設置促進）

Ⅲ１② 34① 福祉部

32 地域見守りネットワークの充実 健康部 地域見守り活動の推進 Ⅲ１① 30③ 福祉部

６　福祉と保
健・医療サービ
スなどの総合的
展開

７　ともにつく
る福祉の推進

Ⅰ
健康でおも
いやりのあ
るまち

介護予防の新たな展開
⇒介護予防事業の整備（⑱変更）

在宅介護支援センターの充実
⇒地域包括支援センターの整備（⑱変更）
⇒地域包括支援センターの運営支援（⑲変更）

Ⅲ１① 31① 福祉部介護保険サービスの基盤整備（地域密着型サービスの整備）

心身障害者入所施設の設置促進
⇒障害者入所支援施設の設置促進（⑲変更）
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■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属第四次実施計画（17年度～19年度）

33 家庭の教育力の向上 教育委員会 （経常化） 教育委員会

34 ○ 地域の教育力との協働・連携の推進 教育委員会

① スクール・コーディネーターの活動 （経常化） 教育委員会

②
子どもの居場所づくり
⇒（⑲51「総合型地域スポーツ・文化クラブの設
立・活動支援」に統合）

総合運動場及びスポーツ環境の整備（総合型地域スポーツ・文
化クラブの設立・活動支援）

Ⅱ４① 21③ 地域文化部

③ 地域の教育力との連携 （経常化） 子ども家庭部

35 ○ 特色ある学校づくり 教育委員会 特色ある教育活動の推進 Ⅱ３① 15 教育委員会

36 情報教育の推進 教育委員会 （経常化） 教育委員会

37 ○ 少人数学習指導の推進 教育委員会 確かな学力の育成 Ⅱ３① 14 教育委員会

38 ○ 確かな学力推進員の配置（⑱新規） 教育委員会 確かな学力の育成 Ⅱ３① 14 教育委員会

39 学校図書の充実 教育委員会 （経常化） 教育委員会

40 ○ 地域学校協力体制の整備 教育委員会 （経常化） 教育委員会

41 教育委員会
特別な支援を必要とする児童生徒への支援（情緒障害等通級指
導学級の設置）

Ⅱ３① 16② 教育委員会

42 学校適正配置の推進 教育委員会 学校適正配置の推進（学校適正配置の推進（牛込地区）） Ⅱ３② 17① 教育委員会

43 ○ 学校施設の計画的整備 教育委員会

① 戸塚・大久保地区中学校適正配置 （20年度新校舎開設）

② 四谷地区小学校適正配置 （19年度新校舎開設）

③ 西戸山地区中学校適正配置（⑲新規）
学校適正配置の推進（学校施設の計画的整備（西戸山地区中学
校））

Ⅱ３② 17② 教育委員会

44 学校施設の改修 教育委員会 「中長期修繕計画に基づく施設の維持保全」に統合 運Ⅱ２③ 129 教育委員会

① 外壁改修

② 屋上防水

③ 屋内運動場屋根改修

45 学校施設の改善 教育委員会 学校施設の改善 Ⅱ３② 18 教育委員会

46 開かれた学校づくり 教育委員会 地域との協働連携による学校の運営（学校評価の充実） Ⅱ３③ 19② 教育委員会

47 国際理解教育の推進 教育委員会

① 外国人英語教育指導員の配置 （経常化） 教育委員会

② 日本語適応指導
特別な支援を必要とする児童生徒への支援（日本語サポート指
導）

Ⅱ３① 16③ 教育委員会

８　学習・教育
環境の充実

Ⅱ
ともに学
ぶ、文化と
ふれあいの
あるまち

心身障害教育の充実
⇒特別支援教育の充実（⑲変更）

９　開かれた学
校づくり
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■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属第四次実施計画（17年度～19年度）

48 教育委員会 （経常化） 地域文化部

49 教育委員会

① 屋外運動広場の整備 （経常化） 地域文化部

② 総合運動場の建設 総合運動場及びスポーツ環境の整備（総合運動場の整備） Ⅱ４① 21① 地域文化部

③ 民間運動施設・事業の区民開放 （経常化） 地域文化部

50 生涯学習指導者・支援者バンクの充実 教育委員会
地域を担う人材の育成と活用（生涯学習指導者・支援者バンク
の充実）

Ⅰ２② ５③ 地域文化部

① 文化等学習支援者バンク制度の充実

② スポーツ指導者バンク制度の充実

51 ⑲ 総合型地域スポーツ・文化クラブの育成 教育委員会
総合運動場及びスポーツ環境の整備（総合型地域スポーツ・文
化クラブの設立・活動支援）

Ⅱ４① 21③ 地域文化部

52 子ども読書活動の推進 教育委員会 子ども読書活動の推進 Ⅱ４③ 24 教育委員会

① 中央図書館児童室の機能充実

②
病院サービスの実施検討
⇒病院サービス（⑲変更）

③ 子ども読書活動の推進

53 ○ 文化体験プログラム事業の展開 地域文化部 文化体験プログラムの展開 Ⅵ１② 78 地域文化部

54 ○ 文化・観光施策の推進 地域文化部

① 地域文化の発掘 地域のお宝発掘 Ⅵ１② 77 地域文化部

② 文化・観光ルートの整備 新宿の魅力の発信（観光情報の発信） Ⅵ３① 82② 地域文化部

③ 文化・観光施策推進体制の整備 新宿の魅力の発信（（仮称）新宿文化観光ビューローの設置） Ⅵ３① 82① 地域文化部

55 文化・芸術活動への区民参加の促進 地域文化部 （経常化） 地域文化部

149 夏目漱石生誕140年記念事業（⑲新規） 地域文化部
（生誕１４０年記念事業は終了。76①「文化・歴史資源の整
備・活用（漱石山房の復元に向けた取組み）」へ発展。）

56 新宿文化センターの整備 地域文化部 （19年度大規模改修工事終了）

57 博物館友の会の推進 教育委員会 （経常化） 地域文化部

58 ミニ博物館の充実及び推進 教育委員会 （経常化） 地域文化部

職員の地域派遣事業の推進（ふれあいトーク宅配便）

１２　文化資源
の保護と文化環
境づくりの推進

１０　生涯学
習、スポーツの
条件整備

１１　地域文化
活動の活性化

Ⅱ
ともに学
ぶ、文化と
ふれあいの
あるまち

屋外運動場や民間運動施設を活用したスポーツ活動の
場の確保
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■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属第四次実施計画（17年度～19年度）

59 ○ ＮＰＯ等との協働の環境づくりの推進 地域文化部

① 協働支援会議の運営
ＮＰＯや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進（協働支
援会議の運営）

Ⅰ１② ３② 地域文化部

② 「協働推進基金」ＮＰＯ活動資金助成
ＮＰＯや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進（協働推
進基金を活用したＮＰＯ活動資金助成）

Ⅰ１② ３③ 地域文化部

③
協働促進啓発事業（協働カレッジ）
⇒協働促進事業（⑲変更）

ＮＰＯや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進（協働事
業提案制度の拡充）

Ⅰ１② 3① 地域文化部

ＮＰＯや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進（ＮＰＯ
をはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充）

Ⅰ１② ３④ 地域文化部

ＮＰＯや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進（地域活
動推進のための情報提供）

Ⅰ１② ３⑤ 地域文化部

地域を担う人材の育成と活用（地域活動を支える担い手の発掘
と人材の育成）

Ⅰ２② ５① 地域文化部

60 地域文化部 （経常化） 地域文化部

61 ○ 地域文化部 （経常化） 地域文化部

62 ○ 地域センターの整備 地域文化部

① （仮称）落合第二地域センターの整備 （19年度開設）

② （仮称）戸塚地域センターの整備 地域センターの整備（戸塚地区） Ⅰ２② 6 地域文化部

１５　男女平等
のための意識づ
くり

63 男女共同参画への啓発活動の充実 総務部 男女共同参画の推進（男女共同参画への意識啓発） Ⅱ１② ８① 子ども家庭部

64 女性の参画の促進 総務部 男女共同参画の推進（区政における女性の参画の促進） Ⅱ１② ８③ 総務部

① 審議会等における女性委員の登用の促進 子ども家庭部

② 区組織における男女平等のしくみづくりの推進

65 職場における男女共同参画の推進
総務部
福祉部

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 Ⅱ１③ 9 子ども家庭部

地域文化部 （経常化） 地域文化部

１７　家庭生活
を男女がともに
担うための支援

66 男女共同意識啓発のための情報提供 総務部 男女共同参画の推進（男女共同参画への意識啓発） Ⅱ１② ８①
子ども家庭
部

１８　平和事業
の推進

67 平和啓発事業の推進
総務部
教育委員会

平和啓発事業の推進 Ⅵ３③ 85
総務部
教育委員会

68 ○ 多文化共生のまちづくり 地域文化部 地域と育む外国人参加の促進 Ⅵ３④ 86 地域文化部

（しんじゅく多文化共生プラザの管理運営・外国人への情報提
供・外国人相談窓口の運営は経常化）

69 ○ 日本語学習への支援 地域文化部 （経常化） 地域文化部

１９　国際化に
対応した地域社
会づくり

Ⅱ
ともに学
ぶ、文化と
ふれあいの
あるまち

１３　コミュニ
ティ活動の充実
と支援

１４　コミュニ
ティ施設の充実
と利用の促進

学校跡地を活用したひろばづくり

地域協働事業への支援（公募制ふれあい活動推進）
⇒地域協働事業への支援(⑱変更）

１６　あらゆる
分野における男
女共同参画の促
進
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■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属第四次実施計画（17年度～19年度）

70 鉄道網の整備促進 都市計画部 （経常化） 都市計画部

71 ○ 都市マスタープランの改定 都市計画部 （19年度に改定し、総合計画を策定したため終了）

72 都市計画道路の整備（補助第72号線） 環境土木部 都市計画道路の整備（補助第72号線） Ⅳ３③ 68 みどり土木部

73 都市計画道路の整備（駅街路10号線） 環境土木部 （経常化） 都市計画部

74 地籍情報の調査 環境土木部 （経常化） みどり土木部

75 交通結節点の整備推進（中井駅周辺） 都市計画部 中井駅周辺の整備推進 Ⅳ３① 65 都市計画部

76 交通バリアフリーの整備促進 都市計画部 交通バリアフリーの整備推進（鉄道駅のバリアフリー化） Ⅳ３① 62① 都市計画部

交通バリアフリーの整備推進（道路のバリアフリー化） Ⅳ３① 62② みどり土木部

77 再開発による市街地の整備 都市計画部 再開発による市街地の整備 Ⅲ３① 46 都市計画部

78 地域別市街地整備の推進 都市計画部

① 神楽坂地区
地区計画等を活かした地域の個性豊かなまちづくりの推進（神
楽坂地区）

Ⅴ２① 73① 都市計画部

② 若松町・河田町地区
（19年度住宅等の整備終了、地元のまちづくり提言の実現のた
めの支援は経常化）

都市計画部

79 ○ 区民主体のまちづくり・地区計画の推進 都市計画部 地区計画等を活かした地域の個性豊かなまちづくりの推進 Ⅴ２① 73 都市計画部

80 都市防災機能の向上 都市計画部 木造住宅密集地区整備促進 Ⅲ３① 45 都市計画部

81 百人町三・四丁目地区の整備推進 都市計画部 （経常化） 都市計画部

82 百人町三・四丁目地区の道路・公園整備 環境土木部
道路・公園の防災性の向上（百人町三・四丁目地区の道路・公
園整備）

Ⅲ３① 43② みどり土木部

83 ○ 水位警報装置の改良 環境土木部 （18年度改良工事終了、維持管理は経常事業）

84 ○ 歌舞伎町対策の推進

① 歌舞伎町ルネッサンスの推進 企画政策部
歌舞伎街地区のまちづくり推進（歌舞伎町ルネッサンスの推進
（ＴＭＯの設立））

Ⅵ３① 83① 区長室

② 路上の清掃・不法看板の撤去等 環境土木部
歌舞伎街地区のまちづくり推進（路上の清掃・不法看板の撤去
等）

Ⅵ３① 83⑥ 環境清掃部
みどり土木部

③ 放置自転車対策 環境土木部 歌舞伎街地区のまちづくり推進（放置自転車対策） Ⅵ３① 83⑤ みどり土木部

④ 繁華街の防犯・防災活動の推進 区長室
歌舞伎街地区のまちづくり推進（繁華街の防犯・防災活動の推
進）

Ⅵ３① 83② 区長室

⑤ 歌舞伎町活性化プロジェクトの展開 地域文化部
歌舞伎街地区のまちづくり推進（歌舞伎町活性化プロジェクト
の展開（シネシティ広場の活用））

Ⅵ３① 83③ 地域文化部

⑥ 歌舞伎町及び周辺地区の計画策定・整備の促進 都市計画部 歌舞伎街地区のまちづくり推進（まちづくり誘導方針の推進） Ⅵ３① 83⑧ 都市計画部

⑦ 歌舞伎町地区の道路整備（⑱新規） 環境土木部 歌舞伎街地区のまちづくり推進（道路の整備） Ⅵ３① 83④ みどり土木部

85 ○ 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進 区長室 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進 Ⅲ４① 48 区長室

86 安全・安心な建築物づくり 区長室 建築物の耐震性強化（安全・安心な建築物づくり） Ⅲ３① 42② 都市計画部

87 ○ 建築物等耐震化支援事業（⑱新規） 都市計画部 建築物の耐震性強化（建築物等耐震化支援事業） Ⅲ３① 42① 都市計画部

88 ○ 道路・公園擁壁等の安全対策（⑱新規） 環境土木部
（18年度現況調査・点検終了、経過観察・維持管理は経常事
業）

Ⅲ
安全で快適
な、みどり
のあるまち

２２　防災都市
計画部づくり

２０　適切な都
市構造の実現

２１　地域の特
性を生かした参
加のまちづくり
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■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属第四次実施計画（17年度～19年度）

89 多目的環境防災広場の確保 区長室
（区有地の有効活用を通して防災体制を強化することとし、事
業計画は18年度をもって終了）

90 防災ボランティアの育成 区長室 （経常化） 区長室

91 ○

① 教育施設の震災対策 教育委員会

学校適正配置の推進（学校施設の計画的整備（西戸山地区中学
校）
＊20年度に統廃合校舎解体により第一次避難所（小・中学校）
震災対策終了

Ⅱ３② 17② 教育委員会

新しい中央図書館のあり方の検討 Ⅱ４② 22 教育委員会

三栄町生涯学習館の集会室機能の統合 運Ⅱ２② 110 地域文化部

② 福祉施設の震災対策 福祉部 信濃町児童館等の整備と機能転換 運Ⅱ２② 108
子ども家庭
部・福祉部

西落合児童館等の整備と西落合ことぶき館廃止後の活用 運Ⅱ２② 125 子ども家庭部

保護者が選択できる多様な保育環境の整備（私立認可保育所の
整備）（20・21年度解体）

Ⅱ２① 10
子ども家庭
部

大久保児童館等のあり方検討 運Ⅱ２② 115
子ども家庭
部・福祉部

高田馬場福祉作業所移転後の活用 運Ⅱ２② 123 健康部・福祉部

西新宿保育園移転後の活用 運Ⅱ２② 128
子ども家庭
部・福祉部

③ 中強羅区民保養所の震災対策（⑱新規） 地域文化部 （19年度耐震補強工事終了）

④ 区立住宅の震災対策（⑱新規） 都市計画部 （18年度耐震補強工事終了）

⑤ 環境土木施設の震災対策（⑱新規） 環境土木部 リサイクル活動センターの機能充実（23年度解体） 運Ⅱ２② 121 環境清掃部

⑥ 新宿消費生活センターの耐震設計委託（⑲新規） 地域文化部 リサイクル活動センターの機能充実（23年度解体） 運Ⅱ２② 121 環境清掃部

92 災害対策用各種水利の確保及び充実 区長室 （19年度設置をもって充足のため終了）

93 ○ 避難所機能の充実 区長室

① 避難所運営管理 （経常化） 区長室

② 災害用トイレの整備 （19年度整備をもって充足のため終了）

94 ○ 区長室 地域防災拠点と避難施設の充実（災害情報システムの整備） Ⅲ３② 47① 区長室

95 職員防災住宅の整備 総務部 （18年度改修工事終了、維持管理は経常事業）

96 分譲マンションの適切な管理運営の支援 都市計画部 分譲マンションの適切な維持管理及び再生への支援 Ⅲ２④ 40 都市計画部

97 住宅建設資金融資あっ旋 都市計画部 （経常化） 都市計画部

98 住み替え居住継続支援 都市計画部 （経常化） 都市計画部

99 子育てファミリー世帯居住支援 都市計画部 （経常化） 都市計画部

① 賃貸住宅の登録・あっ旋

② アパート建替促進事業
③ 転入・転居助成
④ リフォーム促進事業

100 都心共同住宅供給事業等の推進 都市計画部 （経常化） 都市計画部

101 子育て支援マンションの整備誘導 都市計画部 （事業そのもののあり方を含めて検討するため終了）

２４　住みよい
環境づくり

Ⅲ
安全で快適
な、みどり
のあるまち

２３　地域ぐる
みの防災体制づ
くり

災害情報システムの更新（地域防災無線のデジタル
化）（⑱新規）

避難所の震災対策⇒避難所等の震災対策（⑱変更）
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■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属第四次実施計画（17年度～19年度）

102 主要な生活道路の整備推進 都市計画部 （経常化） 都市計画部

103 細街路の拡幅整備 都市計画部 細街路の整備（細街路の拡幅整備） Ⅳ３③ 70① 都市計画部

104 人とくらしの道づくり 環境土木部 人にやさしい道路の整備（人とくらしの道づくり） Ⅳ３③ 69② みどり土木部

105 道路の改良 環境土木部 人にやさしい道路の整備（道路の改良） Ⅳ３③ 69③ みどり土木部

106 やすらぎの散歩道整備 環境土木部 歩きたくなる道づくり（水辺とまちの散歩道整備） Ⅴ３① 74① みどり土木部

107 道路の無電柱化整備 環境土木部 道路の無電柱化整備 Ⅲ３① 44 みどり土木部

108 路面下空洞調査 環境土木部 （経常化） みどり土木部

109 まちをつなぐ橋の整備 環境土木部 まちをつなぐ橋の整備 Ⅳ３③ 71 みどり土木部

110 放置自転車対策の推進 環境土木部

① 自転車駐車場等の整備 自転車等の適正利用の推進（区内各駅の駐輪場整備） Ⅳ３② 66① みどり土木部

② 撤去及び啓発活動 自転車等の適正利用の推進（放置自転車の撤去及び啓発） Ⅳ３② 66② みどり土木部

③ 総合計画策定（⑱新規） （19年度に計画を策定したため終了）

111 ○ 公共施設の緑化・民間施設の緑化 環境土木部

①
みんなでみどり公共施設緑化プラン（公共施設緑
化）

新宿らしい都市緑化の推進（みんなでみどり公共施設緑化プラ
ン）

Ⅳ２② 58① みどり土木部

② 生き物の生息できる環境づくり（公共施設緑化）
アユやトンボ等の生息できる環境づくり（生き物の生息できる
環境づくり）

Ⅳ２② 60② みどり土木部

③ 空中緑花都市づくり（民間施設緑化） 新宿らしい都市緑化の推進（空中緑花都市づくり） Ⅳ２② 58② みどり土木部

④ 緑化意識の啓発（民間施設緑化） （経常化） みどり土木部

112 安心のみどり整備 環境土木部 （経常化） みどり土木部

113 みどりの保全 環境土木部

① みどりのリサイクル （経常化） みどり土木部

② 保護樹木等の拡充 樹木、樹林等の保護 Ⅳ２② 59 みどり土木部

114 ○ 新宿りっぱな街路樹運動 環境土木部

① 新宿グリーンシンボルロード計画 新宿りっぱな街路樹運動 Ⅳ２② 57 みどり土木部

②
街路樹管理指針の策定
⇒街路樹管理指針の推進（⑱変更）

（経常化） みどり土木部

③ 計画道路事業における街路樹の整備促進 （経常化） みどり土木部

④ 道のサポーター制度 （経常化） みどり土木部

115 ○ アユが喜ぶ川づくり 環境土木部
アユやトンボ等の生息できる環境づくり（アユが喜ぶ川づく
り）

Ⅳ２② 60① みどり土木部

116 みんなで考える身近な公園の整備 環境土木部
魅力ある身近な公園づくりの推進（みんなで考える身近な公園
の整備）

Ⅴ３② 75② みどり土木部

117 サポーター制度による公園管理 環境土木部 （経常化） みどり土木部

118 漱石公園のリニューアル 環境土木部
（公園のリニューアルは終了。76①「文化・歴史資源の整備・
活用（漱石山房の復元に向けた取組み）」へ発展。）

150 仮称富久公園の整備（⑲新規） 環境土木部 道路・公園の防災性の向上（（仮称）富久公園の整備） Ⅲ３① 43① みどり土木部

119 妙正寺川公園第ＩＩ期整備 環境土木部 （経常化）

Ⅲ
安全で快適
な、みどり
のあるまち

２６　みどりと
水の豊かなまち
づくり

２５　人にやさ
しい道路、交通
施設の整備

２７　公園、広
場などの整備充
実
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■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属第四次実施計画（17年度～19年度）

２８　魅力ある
都市空間づくり

120 新宿駅周辺地区の交通環境整備推進 都市計画部 新宿駅周辺地区の整備推進 Ⅳ３① 63 都市計画部

121 ○ 環境土木部 路上喫煙対策の推進 Ⅳ１③ 53 環境清掃部

122 ○ ポイ捨て防止ときれいなまちづくりの推進 環境土木部 （経常化） 環境清掃部

123 新たな景観まちづくりの推進 都市計画部 景観に配慮したまちづくりの推進 Ⅴ１① 72 都市計画部

124 中小企業活性化支援 地域文化部

① 創業支援・経営革新の推進
文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開への支援
（ビジネスアシスト新宿）

Ⅵ２① 81③ 地域文化部

②
学習支援の実施
⇒産業振興フォーラム（⑲変更）

文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開への支援
（産業振興フォーラムの実施）

Ⅵ２① 81① 地域文化部

125 地場産業の振興 地域文化部
文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開への支援
（新宿ものづくりマイスター認定制度）

Ⅵ２① 81④ 地域文化部

126 ものづくり産業支援 地域文化部

① ものづくり産業への支援
文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開への支援
（ものづくり産業支援）

Ⅵ２① 81② 地域文化部

② 新宿区産業実態調査
（実態調査を踏まえ19年度に新産業振興プランを策定したた
め、終了）

３２　商店街の
活性化

127 商店街ステップアップ支援 地域文化部 （経常化） 地域文化部

128 魅力ある商店街づくり支援 地域文化部 商店街活性化支援（魅力ある商店街づくり支援） Ⅵ３② 84① 地域文化部

129 商店街にぎわい創出支援 地域文化部 商店街活性化支援事業（商店街にぎわい創出支援） Ⅵ３② 84③ 地域文化部

３４　消費者の
自立支援

130 消費者学習の充実 地域文化部 （経常化） 地域文化部

131 公害の監視・規制・指導の充実 環境土木部 （経常化） 環境清掃部

151 地球温暖化対策の推進（⑲新規） 環境土木部 地球温暖化対策の推進 Ⅳ１② 51 環境清掃部

132 ごみの発生抑制に向けた普及啓発 環境土木部 （経常化） 環境清掃部

133 資源回収の推進 環境土木部
ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進（資
源回収の推進）

Ⅳ１① 50① 環境清掃部

ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進（プ
ラスチックの資源回収の推進）

Ⅳ１① 50② 環境清掃部

３７　環境保全
思想の普及と啓
発

134 環境学習情報センターを核とした普及・啓発 環境土木部 環境学習・環境教育の推進 Ⅳ１④ 54
環境清掃部
教育委員会

３８　環境施策
の総合的展開と
推進

135 環境白書の作成と報告会の開催 環境土木部 （経常化） 環境清掃部

３９　環境保全
型まちづくり

136 環境に配慮した道づくり 環境土木部 人にやさしい道路の整備（環境に配慮した道づくり） Ⅳ３③ 69① みどり土木部

３６　資源循環
型社会の形成Ⅴ

身近な環境
に配慮し
た、地球に
やさしいま
ち

３５　環境への
負荷の低減

２９　清潔で美
しいまちづくり

３１　地場産業
の振興

３０　中小企業
の振興

Ⅳ
にぎわいと
魅力あふれ
るまち

３３　魅力ある
買物空間づくり

歩きタバコ防止対策の推進
⇒路上喫煙対策の推進（⑱変更）
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■第四次実施計画と第一次実行計画との対照表

分野別体系 施策名
事業
番号

重点 所属 第一次実行計画（20年度～23年度）
施策
体系

事業
番号

所属第四次実施計画（17年度～19年度）

４０　参加と協
働のまちづくり
の推進

137 企画政策部 （18年度に公募債を発行したため、終了）

138 ○ 区民との協働による基本構想・基本計画づくり 企画政策部 （19年度に基本構想・総合計画を策定したため、終了）

139 ○ 地域文化部
町会・自治会及び地区協議会活動への支援（地区協議会の位置
づけの明確化と運営の充実）

Ⅰ２① ４② 地域文化部

140 ○ ホームレス対策 福祉部

① 宿泊所等入所者相談援助事業
ホームレス及び支援を要する人の自立促進（宿泊所等入所者相
談援助事業）

Ⅲ１③ 35③ 福祉部

② ＮＰＯ・住民との連携
ホームレス及び支援を要する人の自立促進（拠点相談事業、自
立支援ホーム、宿泊所等入所者相談援助事業、生活サポート）

Ⅲ１③
35①
～③

福祉部

③ 啓発事業 （経常化） 福祉部

141 電子区役所の推進 総務部 （経常化） 総合政策部

① 電子申請の活用普及

② ＩＣカードの有効的活用

③ 情報セキュリティ外部監査の実施

142 企画政策部 行政評価制度の確立 運Ⅰ２① 92 総合政策部

143 コンビニ収納の活用 運Ⅰ１① 88

① 地方税のコンビニ収納 総務部

② 国民健康保険料のコンビニ収納 地域文化部

③ 介護保険特別会計（⑱新規） 健康部

152 コールセンターの開設準備（⑲新規） 区長室
コールセンターの設置による多様なライフスタイルに対応した
区政情報の提供

運Ⅰ１① 87 区長室

144 区公共施設の保全計画の推進 都市計画部

（18年度に建物現況調査を終了し、中長期修繕計画（案）を立
案したため、終了。中長期修繕計画の見直しは経常事業とし、
「中長期修繕計画に基づく施設の維持保全」は、計画事業
（129）として実施）

総務部

Ⅵ
構想の推進
のために

４２　広域的な
都市課題への対
応

４３　行財政の
効率的運営

４１　地域を基
盤とした区政の
推進

総務部
福祉部
健康部
総合政策部

行政評価の見直し
⇒行政評価制度（⑱変更）

区民参加型ミニ市場公募債の導入
⇒区民参加型ミニ市場公募債の発行（⑱変更）

地区協議会の設立・運営
⇒地区協議会の運営

コンビニ収納の導入
⇒コンビニ収納業務委託
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