
各主体の主な役割（例示） 

 

めざすまちの姿の実現に向けた、各主体（区民・

地域団体・事業者・行政など）のそれぞれの主な役

割を個別施策ごとに示したものです。各主体の取組

は様々であることから、あくまでも例示的に示した

ものです。 

現在の総合計画でも、区の役割だけでなく、区民、

事業者などの役割が記述されています。 

 

※基本政策Ⅳ・Ⅴは、区政運営に関わる施策であり、

実施主体は主に区となります（例示の記載はありま

せん）。 

 



1

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
取り組みの充実

○　区民：
健康に対する意識の向上
健康づくりの実践
地域における健康づくり活動への参画
望ましい食習慣の形成

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
健康づくりについての学習・実践の場の提供
地域における健康づくり活動の実践

○　医療機関など：
専門的な相談・情報の提供
安心できる医療サービスの提供
地域の健康づくり活動との連携

○　事業者：
従業員の健康増進

○　区（行政）：
意識啓発事業、情報提供
区民一人ひとりの健康づくりへの支援
地域における健康づくり活動への支援
健康づくりのための環境整備
地域保健・医療・福祉体制の充実

2
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

○　区民：
高齢者への理解推進と日常生活の支援
在宅介護を支える家族への協力
地域での声かけや安否確認、地域福祉活動への参画
地域見守りネットワークへの参加
介護予防の取組み

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
地域福祉活動の実施、支援
地域への情報提供、普及啓発
地域見守りネットワークへの参加

○　事業者：
介護・福祉サービスの提供
地域福祉活動への参加・支援
福祉サービス第三者評価結果など区民への情報公開
地域見守りネットワークへの参加

○　区（行政）：
介護・福祉サービスのサービス供給体制の整備促進
地域福祉活動への支援、コーディネート
高齢者とその家族への相談体制の充実
関係機関などとの連携強化
地域見守りネットワークの充実
地域保健・医療・福祉体制の充実
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

3
障害者がいきいきと暮
らし続けられる環境の
整備

○　区民：
障害のある人への理解推進と日常生活の支援
在宅介護を支える家族への協力
地域での声かけや安否確認、地域福祉活動への参画
地域見守りネットワークへの参加

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
地域福祉活動の実施、支援
地域への情報提供、普及啓発
地域見守りネットワークへの参加

○　事業者：
介護・福祉サービスの提供
地域福祉活動への参加・支援
福祉サービス第三者評価結果など区民への情報公開
地域見守りネットワークへの参加

○　区（行政）：
介護・福祉サービスのサービス供給体制の整備促進
地域福祉活動への支援、コーディネート
障害のある人とその家族への相談体制の充実
関係機関などとの連携強化
地域見守りネットワークの充実

4
安心できる子育て環境
の整備

○　区民：
家族の協力による子育て
世代間交流などを通じた子育て支援への参画
家庭での子どもの健康づくり

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
地域の子育て支援活動の充実
親子の居場所づくり

○　事業者：
保育サービスの充実
子育て支援サービスの提供

○　区（行政）：
保育サービスの充実
子育て支援サービスの充実や活動の場の提供とその調整
子どもの健全育成の取組と支援
母子の保健・医療の推進・充実
子どもの安全を守る取組と支援
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

5
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

○　区民：
地域の子どもに対する助言、協力
子どもを地域で育むという意識の醸成
学校を地域で支えていくための活動への積極的な参画

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
子どもの活動への支援
専門的な知識・情報の提供

○　教育・研究機関：
子どもの活動への支援
専門的な知識・情報の提供
小中学校との連携

○　事業者：
子どもの活動への支援
就労体験など体験学習の場の提供
専門的な知識・情報の提供

○　区（行政）：
学校・家庭・地域の連携とそのための環境づくり、取組への支援
子どもの生きる力を育てる学校教育
教育効果を高める教育環境づくり
子どもが活動する機会の提供

6
セーフティーネットの整
備充実

○　区民：
支援が必要な人々への理解推進と日常生活の支援

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
支援が必要な人々への自立支援に係る活動の実施

○　事業者：
体験就労など区が実施する支援が必要な人々の自立支援に対
する協力

○　区（行政）：
相談、訪問サポート、就労支援など支援が必要な人々への自立
支援
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

7
女性や若者が活躍で
きる地域づくり

○　区民：
男女共同参画の推進、若者支援、性の多様性への理解

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
地域における男女共同参画の推進
若者の社会参加促進への取組、性の多様性への理解

○　事業者：
職場における男女共同参画の推進
生活と仕事のバランスが取れる職場環境づくり
若者の社会参加促進への取組、性の多様性への理解

○　教育・研究機関：
職業能力向上のための情報提供と職業訓練
インターンシップ、進路指導の充実

○　区（行政）：
男女共同参画社会の形成に向けた職員・区民・事業者への意識
啓発
児童・生徒への男女平等教育の充実
児童・生徒へのノーマライゼーションなどの福祉教育の推進
若者の自立支援とそのための情報提供　、性の多様性への理解
促進

8

地域の課題を共有し、
ともに考え、地域の実
情に合ったまちづくりの
推進

○　区民：
地域コミュニティに対する意識の向上
地域の課題解決に向けた活動への参画
区民がまちを創り、担っていくという自治意識の向上
区政情報及び地域情報への関心度の向上

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
ふれあい・交流活動、地域でのまちづくり活動の推進
地域課題を創意工夫して解決するための活動推進
コミュニティ活動の担い手となる人材の育成
まちづくり活動の担い手となる人材・団体の育成と連携化
区民がまちを創り、担っていくという自治意識の向上
区政情報及び地域情報への関心度の向上

○　事業者：
まちづくり活動・社会貢献活動への参画と協力

○　区（行政）：
コミュニティ活動、区政への参画・協働への意識啓発
コミュニティ活動、区政への参画・協働の担い手となる人材・団体
の育成支援
町会・自治会、ＮＰＯ団体等の連携支援
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割
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9
地域での生活を支える
取組みの推進

○　区民：
成年後見制度への理解
高齢者、障害のある人の社会参加支援
職業能力の向上や自己啓発、職業訓練への主体的な参画
住み続けられる住まいづくり

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
成年後見制度への理解
高齢者、障害のある人の社会参加支援
地域への情報提供
若者への労働、職場環境に関する相談支援

○　事業者：
成年後見制度への理解
高齢者・障害のある人の雇用促進と働きやすい環境づくり
若者への雇用情報提供
良質な住宅の供給

○　教育・研究機関：
職業能力向上のための情報提供と職業訓練
インターンシップ、進路指導の充実

○　区（行政）：
成年後見制度の利用促進
成年後見制度の周知啓発
高齢者・障害のある人の社会参加・就労、自立等への支援
若者の就労支援
良質な住宅供給の誘導
住宅の供給

Ⅱ　新宿
の高度防
災都市化
と安全安
心の強化

1
災害に強い、逃げない
ですむ安全なまちづく
り

○　区民：
建物の耐震・耐火性の把握と改善

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
面的なまちづくり事業による都市機能の更新や防災性の向上

○　事業者：
建物の耐震・耐火性の向上

○　電気・ガス・水道・通信事業者：
災害に強い施設の整備
災害時におけるライフラインの迅速な復旧

○　区（行政）：
防災まちづくりの推進
まちづくりに貢献する市街地再開発事業等の支援
都市基盤の整備と不燃化の推進
道路・橋りょうの維持・管理
公共施設の防災性の向上
総合的な治水対策の促進
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

2 災害に強い体制づくり

○　区民：
災害に対する家庭での備え
訓練や講習会への参加
避難の経路、場所及び方法についての確認
地域防災力強化に対する協力

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
災害時要援護者の把握と地域相互支援ネットワークづくりなど、
災害時対応の連携
地域における災害時の危険性の把握と情報共有のための支援
災害に強い都市づくりへの参加

○　事業者：
事業所の災害に対する安全確保
従業員の防災に関する知識や技術の習得、帰宅困難者対策
災害に強い都市づくりへの参加

○　電気・ガス・水道・通信事業者：
災害時におけるライフラインの迅速な復旧

○　消防：
災害情報の迅速な公表
区民の自主的な防災活動への支援

○　区（行政）：
地域防災計画に基づく体制づくり
防災まちづくりの推進
防災に関する啓発と訓練の実施
災害に強い都市づくりのための情報提供と支援

3
暮らしやすい安全で安
心なまちの実現

○　区民：
自分のまちは自分で守る意識の向上
防犯活動への主体的な参加
悪質商法等にあわないための情報・知識の収集、意識向上
まちの美化のための公共空間利用ルールの遵守

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
地域での防犯意識の向上と体制づくり及び自主防犯活動の推進
消費生活問題に関する意識啓発への協力
犯罪や悪質商法の被害防止の地域見守り機能
分譲マンションの適正な維持管理・再生への取組
まちの美化のための公共空間利用ルールの徹底

○　事業者：
道路への商品はみ出し陳列防止の徹底
法律を遵守した適切な商行為の推進
感染症などへの危機管理体制の確立
排気、騒音など事業活動に伴う周辺環境への配慮
分譲マンションの適正な維持管理・再生に係る事業への取組

○　警察：
犯罪発生情報の的確な公表
区民の自主的な防犯活動への支援
詐欺や違法な販売行為などの厳格な取締り

○　区（行政）：
まちの安全点検の推進
防犯に関する啓発と防犯活動への支援
消費生活相談と情報提供の充実
犯罪や悪質商法の被害を防止する地域のしくみづくり
感染症など危機管理への総合的な体制づくり
公害対策の推進
分譲マンションの適正な維持管理・再生の支援

Ⅱ　新宿
の高度防
災都市化
と安全安
心の強化
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

1

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

○　区民：
高齢者・障害のある人の移動への理解と支援

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
地域の交通環境改善に向けた課題の明確化と共有
交通環境改善への支援

○　事業者：
公共的に利用される建物のバリアフリー化
新たな移送サービス

○　区（行政）：
安全な歩行環境づくり
公共施設のバリアフリー化の推進
国、都、事業者と連携した取り組みの推進

2
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

○　区民：
まちの美化のための公共空間利用ルールの遵守
新たな文化の創造・発信、賑わいづくりに関する取組への参加

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
まちの美化のための公共空間利用ルールの徹底
安心して歩ける環境づくりへの取組
新たな文化の創造・発信、賑わいづくりに関する取組への協力

○　事業者：
まちの美化のための公共空間利用ルールの遵守
安心して歩ける環境づくりへの取組
新たな文化の創造・発信、賑わいづくりに関する取組

○　区（行政）：
「歌舞伎町まちづくり誘導方針」及び「歌舞伎町街並みデザインガ
イ
ドライン」に基づく快適で魅力あふれるまちづくりの推進
安心して歩ける環境づくりへの取組の支援
新たな文化の創造・発信、賑わいづくりに関する取組の支援

Ⅲ　賑わ
い都市・
新宿の創
造
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

3
地域特性を活かした都
市空間づくり

○　区民：
良好な景観づくりへの参画
地域の個性を活かしたまちづくりへの協力
住民主導による地域の個性を活かしたルールづくりへの参画

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
良好な景観づくり活動
地域の個性を活かしたまちづくりへの協力、参画
地域整備のしくみづくりへの参加

○　事業者：
良好な景観づくりへの協力
地域の個性を活かしたまちづくりへの協力、参画

○　区（行政）：
良好な景観づくりの情報提供
良好な景観づくり施策の展開
都市基盤の整備促進
地域個性を活かしたまちづくりへの支援
住民主導によるまちづくりへの支援

4
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

○　区民：
ユニバーサルデザインの意識醸成
高齢者・障害のある人の移動への理解と支援

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
ユニバーサルデザインの推進
高齢者・障害のある人の移動への理解と支援

○　事業者：
公共的に利用される建物のバリアフリー化
新たな移送サービス
フリーWi-Fi環境充実への取組

○　区（行政）：
ユニバーサルデザインの推進
公共施設のバリアフリー化の推進
フリーWi-Fi環境充実への取組の支援

Ⅲ　賑わ
い都市・
新宿の創
造
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

5 道路環境の整備

○　区民：
道のサポーターなどへの参加
道づくりの検討への参画

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
地域の交通環境改善に向けた課題の明確化と共有

○　事業者：
道路・交通体系の整備への協力

○　区（行政）：
道路・交通体系の整備
安全な歩行環境づくり
道路の維持・管理
環境に配慮した道づくりや道路の節電対策の推進

6 交通環境の整備

○　区民：
自転車利用のマナー向上
交通ルールの遵守

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
交通安全運動の推進
交通環境改善への支援

○　事業者：
駐輪場の整備

○　警察：
交通安全運動の普及・啓発

○　区（行政）：
安全な歩行環境づくり
放置自転車対策等の推進
関係機関との連携強化
交通安全運動の普及・啓発
交通安全施設等の整備

Ⅲ　賑わ
い都市・
新宿の創
造
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

7
豊かなみどりの創造と
魅力ある公園等の整
備

○　区民：
敷地・建物の緑化と保全の推進
みどりと水辺の保全と創出のための地域活動への参画
地域の公園の計画づくり・維持管理への協力

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
みどりと水辺の保全と創出のための地域活動
地域の公園の計画づくりへの参画

○　事業者：
事業所敷地・建物の緑化の推進
みどりと水辺の保全と創出のための地域活動への参画

○　区（行政）：
公共空間におけるみどりと水辺の保全・創出
みどりと水辺の保全・創出に関する情報提供
公園の維持・管理

8
地球温暖化対策の推
進

○　区民：
環境にやさしい生活スタイルの実践
環境保全活動への積極的参画

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
環境保全活動の推進

○　事業者：
環境にやさしい事業スタイルの実践
環境保全活動への積極的参画
環境保全に関する率先行動

○　区（行政）：
環境保全に関する率先行動
環境保全活動の普及・啓発・支援
地球温暖化対策の推進
環境学習・環境教育の推進

Ⅲ　賑わ
い都市・
新宿の創
造
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

9
資源循環型社会の構
築

○　区民：
環境にやさしい生活スタイルの実践
ごみの減量化とリサイクルの実践
ごみの排出やまち美化のための公共空間利用ルールの遵守

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
リサイクルの推進
ごみの排出ルールの徹底

○　事業者：
環境にやさしい事業スタイルの実践
環境保全に関する率先行動
商品包装の簡素化等によるごみの発生抑制
リサイクルの推進
拡大生産者責任の考え方に基づく行動

○　区（行政）：
環境保全に関する率先行動
ごみの減量化とリサイクルの推進

10
活力ある産業が芽吹く
まちの実現

○　区民：
伝統産業・地場産業の理解、保存と継承
起業へのチャレンジ

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
区民や事業者に対する情報提供
産業関連のイベントや事業の企画・実施

○　教育・研究機関：
新たな研究分野の開拓
企業、区との連携
創造的な担い手、マネジメント能力のある人材の育成

○　事業者：
異業種交流による新分野の開拓、進出
地域に密着した企業活動
伝統産業・地場産業などの後継者育成
都市特性を活かした新しい産業の創出
創造的な担い手、マネジメント能力のある人材の育成
産業関連のイベントや事業への参画
多様な産業における観光と一体となった事業展開

○　区（行政）：
産業の活性化のための基盤整備
創業・起業・就業の支援
異業種交流の促進
産業に関する情報提供
多様な産業と観光関連事業者の連携の促進

Ⅲ　賑わ
い都市・
新宿の創
造
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

11
魅力ある商店街の活
性化に向けた支援

○　区民：
地域の魅力づくりへの参画
地域商店街の活用、イベントなどへの参画
来訪者への情報提供、交流、ふれあいの場づくり

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
人が集まる魅力的なまちづくり
区民や事業者、来訪者に対する情報提供
商店街に関するイベントや事業の企画・実施

○　事業者：
魅力的な店舗づくり
商店街振興への参加・協力
周辺の生活環境への配慮
文化、観光情報の発信・提供

○　区（行政）：
多様な主体との連携促進や支援
観光案内制度の整備
観光情報の発信、観光資源情報などの環境整備
商店街への支援

12

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

○　区民：
地域の魅力づくりへの参画
文化・芸術の鑑賞、創作、表現活動への参加
歴史や伝統文化の理解、保存と継承
文化・芸術を継承、発展、創造していく人材の育成
来訪者への情報提供、交流、ふれあいの場づくり

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
歴史や伝統文化の保存と継承
文化・芸術に関する活動の情報交換や多様な場づくり
区民や事業者、来訪者に対する情報提供
観光資源の保護、活用の推進

○　事業者：
文化・芸術に関する企業支援
自主的な文化・芸術活動の展開
文化、観光情報の発信・提供

○　区（行政）：
文化・芸術に関する活動の支援と情報の発信
歴史や伝統文化の保存と継承の支援
観光案内制度の整備
観光情報の発信、観光資源情報などの環境整備

Ⅲ　賑わ
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

13
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

○　区民：
生涯学習の実践
家庭で学習・スポーツを楽しむ環境づくり
鑑賞、創作、表現活動への参画
スポーツイベントへの参画

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
自主的な学習機会の創出
生涯学習・スポーツに関する活動の情報交換とネットワーク
地域スポーツの振興と団体相互交流活動

○　事業者：
生涯学習・スポーツの支援
地域に根ざしたスポーツ活動の推進
専門家による地域への指導・交流
運動施設の空き時間開放

○　教育・研究機関：
生涯学習・スポーツの指導者や専門家などの人材の育成

○　区（行政）：
生涯学習・スポーツ活動の総合的な情報提供
生涯学習・スポーツ活動が円滑に進むための調整
図書館機能の充実と中央図書館の再構築の検討

14
多文化共生のまちづく
りの推進

○　区民：
外国人と日本人の相互理解、支援

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
外国人と日本人の相互理解の促進、支援
外国人の地域コミュニティへの受入

○　事業者：
外国人と日本人の相互理解の促進、支援

○　区（行政）：
外国人と日本人の相互理解の促進、支援
外国人への行政サービスの提供
外国人の地域コミュニティへの参加の促進・支援

Ⅲ　賑わ
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各主体の主な役割（例示）

基本政策 個別施策 主な役割

Ⅲ　賑わ
い都市・
新宿の創
造

15 平和都市の推進

○　区民：
平和に対する意識の醸成
平和に対する意識啓発に係る取組への参画

○　地域組織、NPO、コミュニティグループなど：
平和に対する意識啓発に係る取組への参画

○　事業者：
職場における平和に対する意識の醸成
平和に対する意識啓発に係る取組への参画・協力

○　区（行政）：
平和に対する意識啓発
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