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令和2年（2020年） 第2311号

（△は減）
会計区分 ２年度予算額 増減額（元年度比） 増減率

一般会計 １，５３９億７，６３４万２千円 ３１億２，９４０万８千円 ２．１％
国民健康保険特別会計 ３６５億６，１９９万４千円 △５億８，０８２万８千円 △１．６％
介護保険特別会計 ２６６億６，１８３万６千円 １４億９，８７６万４千円 ６．０％
後期高齢者医療特別会計 ７５億６，３４１万３千円 ２億３，０６２万７千円 ３．１％

合　　計 ２，２４７億６，３５８万５千円 ４２億７，７９７万１千円 １．９％

イベント    4・5・8面

住宅・まちづくり    3面

こども・教育    5面

審議会    4・5面

人材募集    7面

保健・衛生    6面

くらし    3・8面
▶詐欺被害防止一言アドバイ
ス

お知らせ    2面
▶令和２年度第一次実行計画
事業 予算見積もりの査定結果

福祉    4面
▶元気な高齢者向
け介護予防教室
▶区立障害者福祉センターの
講座

施設    7・8面
▶4月1日 四谷スポーツスク
エアが開館します

　令和2年度の当初予算案は、「第一次実行計画の総仕上げとともに、財政
環境の変化に柔軟に対応し、現下の区政課題の解決に向け着実に前進する
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、2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・㋫（3209）1178へ。

予算案は現在開会中の令和2年第1回区議会定例会で審議

「令和２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。

2年度会計別当初予算案

一般会計歳入予算の内訳 一般会計歳出予算の内訳

2年度に実施する第一次実行計画事業
（181億5,284万6千円）の内訳

　第一次実行計画は、総合計画の5つの基本政策に基づき、平成30年度～令和2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。2年度は、一般会計歳出予算（上円グラ
フ右）の各経費のうち175億3,058万3千円、特別会計歳出予算の各経費のうち6億2,226万
3千円、合計181億5,284万6千円が第一次実行計画事業に充てられます。［  ］内は特別会計（内数）

基本政策Ⅰ
暮らしやすさ １番の新宿

令和2年度予算（案）の概要

令和2年2月

新 宿 区

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人当たりの歳出額44万1,887円（１月１日

現在の新宿区の人口34万8,452人から算出）の内訳

総額
1,539億
7,634万
2千円

総額
1,539億
7,634万
2千円

特
定
財
源

一般
財
源

議会費
7億6,663万6千円

（0.5%）★2,200円

予備費
1億5,000万円

（0.1%）★430円

総務費
110億7,362万3千円

（7.2%）★3万1,779円
地域振興費
87億810万3千円

（5.7%）★2万4,991円

文化観光産業費
35億770万8千円

（2.3%）★1万67円
土木費
125億238万3千円

（8.1%）
★3万5,880円

教育費
117億8,930万2千円

（7.7%）★3万3,833円

公債費
23億3,559万2千円

（1.5%）★6,703円

諸支出金
35億9,134万7千円

（2.3%）★1万307円

特別区税
493億2,986万5千円

（32.0％） 

特別区交付金
263億6,900万円

（17.1％）

特別区民税
444億8,536万9千円

（28.9％）

地方消費税交付金
131億6,354万7千円

（8.6％） 

財政調整基金繰入金
38億8,099万9千円

（2.5％）

その他一般財源
49億6,262万9千円

（3.3％）

国庫支出金
293億8,447万8千円

（19.1％）

都支出金
134億573万7千円

（8.7％）

使用料及び手数料
45億3,648万7千円

（3.0％）

繰入金（※財政調整基金繰入金除く）
15億7,683万7千円

（1.0％）

その他特定財源
73億6,676万3千円

（4.7％）

軽自動車税
1億1,029万4千円

（0.1％）

入湯税
6,110万2千円

（0.0％）

特別区たばこ税
46億7,310万円

（3.0％）

子ども家庭費
326億8,052万円

（21.2%）★9万3,788円

福祉費
444億6,474万4千円

（28.9%）
★12万7,606円

健康費
143億8,256万3千円

（9.3%）★4万1,276円

環境清掃費
80億2,382万1千円

（5.2%）★2万3,027円

▶気軽に健康づくりに取り組める環境整備
▶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
▶学校施設の改善
▶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
▶若者の区政参加の促進
▶町会・自治会活性化への支援　　 ほか

令和2年度予算案を

お知らせします

77億9,693万7千円 ［6億1,541万円］

▶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

▶行政評価制度の推進
▶効果的・効率的な業
務の推進
▶中長期修繕計画に基

づく施設の維持保全
▶牛込保健センター等
複合施設の建替え

基本
政策Ⅳ

健全な区財政の確立
18億7,97２万7千円

好感度1番の区役所基本
政策Ⅴ 5,867万4千円 ［685万3千円］

【問合せ】保健予防課保健相談係（第2分庁舎分館1階）
☎（5273）3862・㋫（5273）3820へ。

▶新宿区…☎（５２７３）３８３６（平日午前９時～午後５時）
▶東京都…☎（５３２０）４５９２（平日午後５時～翌午前９
時、土・日曜日と祝日は２４時間受け付け）

相談・受診の前に
心掛けること

▶持病がある方、高齢の方は、で
きるだけ人ごみの多い場所を避
けるなど、より一層注意する
▶発熱等の風邪症状がある場合
は、学校や会社を休み外出を控
える
▶発熱等の風邪症状が見られた
ら、毎日体温を測定して記録する

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
「帰国者・接触者電話相談センター」を

設置しています

「帰国者・接触者電話相談センター」を

設置しています

下記対象の方は、直接医療機関
を受診せず、必ず同センターにご
連絡ください。

【対象】次のいずれかに該当する方
▶風邪の症状や37.5度以上の発
熱が4日以上続く、▶強いだる
さ・息苦しさがある
※次の①~④の方は重症化しや
すいので上記症状が2日程度あ

る場合は同センターにご連絡く
ださい。
①高齢者、②糖尿病・心不全・呼吸
器疾患（COPD等）の基礎疾患が
ある、③透析を受けている、④免疫
抑制剤や抗がん剤を使っている
※妊娠している方も、重症化しや
すい方と同様に、症状が続く場合
はお早めにご相談ください。

▶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
▶道路の無電柱化整備
▶災害医療体制の充実

▶客引き行為防止等の防犯
活動強化
▶路上喫煙対策の推進 ほか

▶新宿駅周辺地区の整備推
進
▶ユニバーサルデザインま
ちづくりの推進
▶都市計画道路等の整備

▶新宿中央公園の魅力向上
▶地球温暖化対策の推進
▶商店街の魅力づくりの推
進
▶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

56億1,018万9千円基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

２8億731万9千円新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

基本政策Ⅱ

！
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