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平成31年（2019年）

気軽に健康づくりに

取り組める環境整備

高齢期の健康づくりと

　介護予防の推進

高齢者を地域で支える

　しくみづくり

認知症高齢者への支援

　体制の充実

障害を理由とする差別

　の解消の推進

着実な保育所待機児童

　対策等の推進

放課後の居場所の充実

妊娠期からの子育て支援

児童相談所移管準備

一人ひとりの子どもが

　豊かに学べる教育の推進

学校施設の改善（屋内運

　動場の空調設備整備等）

東京2020オリンピック・

　パラリンピックを契機

　とした教育の推進

生活困窮者の自立支援

　の推進

男女共同参画の推進

若者の区政参加の促進

町会・自治会活性化へ

　の支援　ほか

31年度第一次実行計画事業
予算見積もりの査定結果

2 面

公債費

（1.5％）★6,647円
23億90万1千円

教育費
103億7,424万8千円
（6.9％）★2万9,969円

（8.4％）

都支出金
127億370万1千円

新宿駅周辺地区の整備

　推進

地区計画等のまちづくり

　ルールの策定

ユニバーサルデザイン

　まちづくりの推進

人にやさしい道路の整備

自転車通行空間の整備

新宿中央公園の魅力

　向上

清潔できれいなトイレ

　づくり

地球温暖化対策の推進

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

観光と一体となった産業

　振興

中小企業新事業創出

　支援

商店街の魅力づくりの

　推進

新宿の魅力としての

　文化の創造と発信

漱石山房記念館を中心

　とした情報発信

スポーツ環境の整備

東京2020オリンピック・

　パラリンピック開催に向

　けた気運醸成（普及啓発）

平和啓発事業の推進

ほか

3311年年度度にに実実施施すするる第第一一次次実実行行計計画画事事業業
（（118844億億77,,110055万万円円））のの内内訳訳　［　］内は特別会計（内数）

　第一次実行計画は、総合計画の5つの基本政策に基づき、30～32（2020）年度に計画

的・優先的に推進する事業をまとめたものです。31年度は、一般会計歳出予算（上記

円グラフ右）の各経費のうち178億7,255万3千円、特別会計歳出予算の各経費のう

ち5億9,849万7千円、合計184億7,105万円が第一次実行計画事業に充てられます。

建築物等の耐震性強化

木造住宅密集地域の

　防災性強化

再開発による市街地の

　整備

細街路の拡幅整備

道路の無電柱化整備

道路・公園の防災性の向上

多様な主体との連携に

　よる多世代への防災意識

　の普及啓発

福祉避難所の充実と

　体制強化

災害医療体制の充実

マンション防災対策の

　充実

客引き行為防止等の

　防犯活動強化　ほか

　31年度の当初予算案は、「区政課題への柔軟な対応を図りつつ、限られた

財源の効果的配分により、持続可能な行財政運営の確立を目指す予算」と

位置付け、編成しました。今回は、予算案のうち、会計別当初予算、一般会計歳

入・歳出予算の内訳のほか、31年度に実施する第一次実行計画事業につい

て、予算の内訳と予算見積もりの査定結果をお知らせします（1～2面）。

【問合せ】財政課（本庁舎3階）（5273）4049・（3209）1178へ。

「平成31年度予算（案）の概要」を作成しました

　予算案のあらましや、主要施策の概要等を掲載して

います。財政課、区政情報センター（本庁舎1階）等で配

布するほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。

賑賑わわいい都都市市・・新新宿宿のの創創造造

総額

1,508億
4,693万
4千円

51億1,068万7千円
その他一般財源

（3.4％）

財政調整基金繰入金
35億4,658万7千円
（2.3％） 地方消費税交付金

102億8,288万9千円
（6.8％）

使用料および手数料
45億7,769万8千円
（3.0％）

特別区たばこ税
56億9,845万5千円
（3.8％）

軽自動車税
1億433万9千円
（0.1％）

特別区交付金
278億7,600万円
（18.5％）

国庫支出金
290億4,852万8千円
（19.3％）

その他特定財源
70億8,320万6千円

（4.7％）

繰入金（財政調整基金繰入金を除く）
16億2,432万2千円
（1.1％）

489億9,331万6千円
（32.5％）

特別区税

431億4,902万1千円
（28.6％）

特別区民税

特特
定定

財財
源源

一一
般般

財財
源源

入湯税
4,150万1千円
（0.0％）

基本政策Ⅰ 暮暮ららししややすすささ11番番のの新新宿宿

71億2,985万円［5億8,793万2千円］

57億928万7千円

46億9,060万8千円

会計区分 31年度予算額 増減額（30年度比） 増減率

一般会計 1,508億4,693万4千円 44億3,117万円 3.0%

国民健康保険特別会計 371億4,282万2千円 △11億3,272万7千円 △3.0%

介護保険特別会計 251億6,307万2千円 11億6,630万円 4.9%

後期高齢者医療特別会計 73億3,278万6千円 1億2,999万4千円 1.8%

合　　計 2,204億8,561万4千円 45億9,473万7千円 2.1%

31年度 会計別当初予算案 （△は減）

基本政策Ⅱ

基本政策Ⅲ

行政評価制度の推進　中長期修繕計画に基づく施設の維持保全

オープンデータ活用のための仕組みづくり

クレジット納付等の導入

区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成

新宿自治創造研究所の運営による政策形成能力の向上

健健全全なな区区財財政政のの確確立立

好好感感度度11番番のの区区役役所所

8億8,078万2千円

6,052万3千円［1,056万5千円］

基本政策Ⅳ

基本政策Ⅴ

新新宿宿のの高高度度防防災災都都市市化化とと
安安全全安安心心のの強強化化

（20.8％）★9万611円

313億6,594万7千円
子ども家庭費

健康費
140億9,655万6千円
（9.4％）★4万722円

地域振興費
72億8,121万6千円

（4.8％）★2万1,034円

文化観光産業費
37億8,988万6千円
（2.5％）★1万948円

福祉費

（28.7％）
★12万5,098円

433億400万1千円

総務費
116億6,126万2千円
（7.7％）★3万3,687円

議会費
7億7,384万9千円
（0.5％）★2,236円

環境清掃費
76億24万2千円

（5.1％）★2万1,956円

諸支出金

（2.1％）★9,316円
32億2,468万円

予備費

（0.1％）★433円
1億5,000万円

総額

1,508億
4,693万
4千円土木費

149億2,414万6千円
（9.9％）★4万3,113円

構成比の合計が100になる

ように端数処理しています。 ★は区民1人あたりの歳出額43万5,770円（1月1日
現在の新宿区の人口34万6,162人から算出）の内訳

一一般般会会計計歳歳入入予予算算のの内内訳訳 一一般般会会計計歳歳出出予予算算のの内内訳訳

予算案は現在開会中の平成31年第1回区議会定例会で審議

8 面

新宿区洪水ハザードマップ
を更新

4 面 ブロック塀等の点検調査に
ご協力を

道路の無電柱化

新宿スポーツセンターリニュ
ーアル記念 NHKスポーツパー
ク松岡修造のテニスパーク

全国スーパーマーケット協会に
商店会加入の協力を要請
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新宿スポーツセンターリニューアル記念

こころといのちの相談窓口
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平和講演会

「命への想像力を育む」
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新新宿宿区区洪洪水水ハハザザーードドママッッププをを更更新新ししままししたた

平平平成成成333111年年年度度度予予予算算算案案案ををを

おおお知知知らららせせせしししままますすす

平成31年度予算（案）の概要

平成31年
2月

新 宿 区


	平成31年度予算案をお知らせします

