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こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に 自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！

第第三三次次実実行行計計画画
110033のの計計画画事事業業

基本政策Ⅴ

基本政策Ⅱ

基本政策 I

パブリック・コメント…8名から41

件のご意見をいただきました。

地域説明会…延べ183名が出席し、

27件のご意見をいただきました。

新宿区人口ビジョンについて「分かり

やすい報告書を作成してもらいたい」と

のご意見を受け、人口推計手法等の詳細

を注釈欄や巻末に記載し本文を簡潔に

するなど、表記や構成を見直しました。

「新宿区総合戦略の基本目標のまと

めの文章を分かりやすくしてほしい」

とのご意見を受け、「目指すべき将来の

方向性」の項目を設けて、分かりやすく

記載しました。

新宿区総合戦略の「作成時の体制等

を記載してもらいたい」とのご意見を

受け、「策定プロセス」の項目を設けて、

策定過程について記載しました。

パブリック・コメント（意見公募）等の
実施結果と計画に反映した主な意見

　区では、まち・ひと・しごと創生法に

基づき、区の人口の現状と将来の姿を

示した「新宿区人口ビジョン」と、これ

を踏まえて今後５か年の目標や施策を

まとめた「新宿区総合戦略」を、第三次

実行計画と整合を取り、策定しました。

　平成27年10月に素案を公表し、第

三次実行計画（素案）とともに実施し

たパブリック・コメント制度（意見公

募）と地域説明会で区民の皆さんから

いただいたご意見を参考に策定しま

した。「新宿区人口ビジョン」「新宿区

総合戦略」の全文と、お寄せいただい

たご意見・区の考え方は、企画政策課・

広聴担当課（本庁舎3階）・区政情報セ

ンター（本庁舎1階）・特別出張所・区立

図書館で閲覧できるほか、新宿区ホー

ムページでご覧いただけます。また、

全文を掲載した冊子を区政情報セン

ターで有償頒布します（ご意見・区の

考え方をまとめた冊子は無料）。

【問合せ】企画政策課（本庁舎3階）

（5273）3502・（5272）5500へ。

新宿区人口ビジョン・新宿区総合戦略を策定しました

　平成27～31年度の５か年の目標と施策をまと

めた戦略プランです。国の総合戦略で示す政策分

野を勘案して基本目標を設定しています。

基本目標１ 賑わい都市・新宿を創造する

基本目標２ 地方と連携し共に発展する

基本目標３ 子育てしやすいまちとして

　　　　　 選ばれる都市をつくる

基本目標４ 心豊かに自分らしく生きることが

　　　　　 できる地域社会の実現

基本目標５ 高度防災都市化と安全安心の強化

新宿区人口ビジョン
　人口の現状分析と、平成72年（2060年）までの

将来人口推計を行い、将来展望を示しています。

【目指すべき将来の方向性】

①若い世代が安心して子育てをすることができ

るまち

②「新宿」の強みを活かし、誰もが住みたい、住み続

けたいと思えるまち

　金額は2年間（平成28～29年度）の総事業費（概算額）です。金額を記載していない事業

は、現時点で事業費を計上していない事業または他の事業で計上している事業です。

※計画事業は、関連する複数の枝事業で構成されるものもあります。

※28年度予算案（概要）は「広報しんじゅく」2月25日号でお知らせします。

生涯にわたり心身ともに健康で暮らせ

　る健康寿命の延伸に向けた取組みの充実

健康寿命の延伸に向けた環境の整備

（「新宿区健康づくり行動計画（第4期）」の策

定）（1,309万円）

生活習慣病の予防（806万円）

女性の健康支援（4,463万円）

食育の推進（435万円）

歯から始める子育て支援（5,253万円）

住み慣れた地域で暮らし続けられる

　地域包括ケアシステムの構築

高齢者を地域で支えるしくみづくり

　（13億4,716万円）

介護保険サービスの基盤整備

　（6億5,541万円）

認知症高齢者への支援体制の充実

　（1億526万円）

障害者がいきいきと暮らし続けられる

　環境の整備

障害者グループホームの設置促進

障害者の地域生活支援体制の構築

障害を理由とする差別の解消の推進

　（3,400万円）

成年後見人等による権利の擁護

成年後見制度の利用促進（1億694万円）

安心できる子育て環境の整備

保育所待機児童の解消（10億9,686万円）

放課後の居場所の充実（30億9,158万円）

地域における子育て支援サービスの充

実（7億432万円）

子どもから若者までの切れ目のない支

援の充実（335万円）

発達に心配のある児童への支援の充実

　（3億53万円）

ひとり親家庭の生活向上支援の充実

　（70万円）

妊娠期からの子育て支援（1億2,234万円）

未来を担う子どもたちの生きる力を

　伸ばす学校教育の充実

学校の教育力の向上（4億8,547万円）

特別な支援を必要とする児童・生徒への

支援（3億5,559万円）

学校図書館の充実（1億8,840万円）

時代の変化に応じた学校づくりの推進

　（103万円）

公私立幼稚園における幼児教育等の推進

　（8億7,274万円）

学校施設の改善（1億7,454万円）

ICTを活用した教育環境の充実

　（6億446万円）

エコスクールの整備推進（1億627万円）

地域協働学校（コミュニティ・スクール）

の推進（4,769万円）

東京オリンピック・パラリンピックを契

機とした教育の推進（5,193万円）

セーフティネットの整備充実

ホームレスの自立支援の推進

　（1億1,919万円）

生活保護受給者の自立支援の推進

　（1億2,936万円）

生活困窮者の自立支援の推進

　（1億3,139万円）

女性や若者が活躍できる地域づくりの

　推進

男女共同参画の推進（2,712万円）

配偶者等からの暴力の防止（56万円）

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）の推進（1,243万円）

だれもが地域で働き続けられるしくみ

　づくり

障害者、高齢者、若年非就業者等に対する

総合的な就労支援（5億5,691万円）

地域の課題を共有し、ともに考え、

　地域の実情に合った区政運営の推進

町会・自治会及び地区協議会活動への支

援（5,555万円）

NPOや地域活動団体等、多様な主体との

協働の推進（4,550万円）

生涯学習・地域人材交流ネットワークの

活用（1,182万円）

災害に強い、逃げないですむ安全な

　まちづくり

建築物等の耐震性強化（21億5,105万円）

木造住宅密集地域の防災性強化

　（8億6,000万円）

再開発による市街地の整備（36億522万円）

細街路の拡幅整備（5億430万円）

道路の無電柱化整備（3億9,642万円）

道路・公園の防災性の向上（8,077万円）

まちをつなぐ橋の整備（1億7,827万円）

災害に強い体制づくり

多様な主体との連携による多世代への

防災思想の普及啓発

女性の視点を踏まえた配慮を要する方

への避難所運営体制の充実（1,944万円）

福祉避難所の充実と体制強化（875万円）

災害用備蓄物資の充実（1億8,310万円）

マンション防災対策の充実（544万円）

暮らしやすい安全で安心なまちの実現

安全推進地域活動重点地区の活動強化

　（1,096万円）

客引き行為防止等の防犯活動強化

　（1億1,753万円）

新型インフルエンザ等対策の推進

　（905万円）

路上喫煙対策の推進（2億1,114万円）

アスベスト対策（3,580万円）

空家等対策の推進（3,219万円）

分譲マンションの適正な維持管理及び再

生への支援（229万円）

回遊性と利便性の向上による

　魅力的で歩いて楽しいまちづくり

新宿駅周辺地区の整備推進

　（12億2,682万円）

中井駅周辺の整備推進

　（8億1,186万円）

誰もが安心して楽しめる

　エンターテイメントシティの実現

歌舞伎町地区のまちづくり推進

　（2億2,796万円）

地域特性を活かした都市空間づくり

地区計画等のまちづくりルールの策

定（1億346万円）

景観に配慮したまちづくりの推進

　（1,392万円）

誰もが自由に歩ける、利用しやすく、

　わかりやすいまちづくり

ユニバーサルデザインまちづくりの

推進（6,343万円）

新宿フリーWi-Fiの整備等（3,990万円）

道路環境の整備

都市計画道路等の整備（4億9,132万円）

人にやさしい道路の整備

　（2億2,395万円）

道路の温暖化対策（4億1,939万円）

交通環境の整備

自転車走行空間の整備（8,248万円）

自転車等の適正利用の推進

　（3億8,887万円）

豊かなみどりの創造と魅力ある

　公園等の整備

新宿らしいみどりづくり（5,949万円）

新宿中央公園の魅力向上（5,190万円）

みんなで考える身近な公園の整備

　（7,574万円）

清潔できれいなトイレづくり

　（3,427万円）

地球温暖化対策の推進

地球温暖化対策の推進

　（2億1,669万円）

環境学習・環境教育の推進（1,312万円）

資源循環型社会の構築

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（25億475万円）

活力ある産業が芽吹くまちの実現

観光と一体となった産業の創造・連携・

発信（2,072万円）

高田馬場創業支援センターによる事

業の推進（5,490万円）

魅力ある商店街の活性化に向けた支援

にぎわいと魅力あふれる商店街支援

　（2億7,975万円）

商店街の魅力づくりの推進

　（1,696万円）

環境に配慮した商店街づくりの推進

　（7,800万円）

商店街空き店舗活用支援（1,835万円）

まちの歴史や記憶、文化、芸術など

　多様な魅力による賑わいの創造

（仮称）「漱石山房」記念館の整備

　（10億2,525万円）

文化国際交流拠点機能等の整備促進

文化の創造と発信（5,329万円）

文化の薫る道づくり（5,010万円）

生涯にわたり学習・スポーツ活動

　などを楽しむ環境の充実

図書館サービスの充実（区民にやさし

い知の拠点）（1,708万円）

子ども読書活動の推進（2,071万円）

新中央図書館等の建設（旧戸山中学校

の活用）

地域図書館の整備（落合地域）

　（5億9,338万円）

スポーツ環境の整備（1,288万円）

多文化共生のまちづくりの推進

多文化共生のまちづくりの推進

　（1,264万円）

平和都市の推進

平和啓発事業の推進（1,038万円）

暮らしやすさ1番の新宿

新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

職員の能力開発、意識改革の推進

区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成（3,375万円）

新宿自治創造研究所の運営による政策形成能力の向上（3,222万円）

地方分権の推進

特別区のあり方の見直しと自治権の拡充

効果的・効率的な行財政運営

行政評価制度の推進（1,259万円）

全庁情報システムの統合推進

　（1億7,483万円）

資産（建築物）の長寿命化

中長期修繕計画に基づく施設の維持

保全（7億5,736万円）

公共施設の有効活用

区有施設のあり方の検討（1,707万円）

庁舎の整備（西部工事・公園事務所）

　（7億3,382万円）

薬王寺児童館等合築施設の機能拡充

　（2,427万円）

健全な区財政の確立

好感度1番の区役所

賑わい都市・新宿の創造

　たくさんのご意見をお寄せい
ただき、ありがとうございました。 新宿区総合戦略

基本政策Ⅲ

基本政策Ⅳ
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