
令
和
５
年
度
予
算
の
概
要

令
和
５
年
３
月

新
宿
区

令和 5年度予算の概要

令和 5年 3月

新宿区



【凡例】

新規事業

拡充事業

実行計画事業

新規

拡充

計画

＊各表の計数は、原則として表示単位未満を四捨五入しています。

＊各表の構成比は、項目単位で四捨五入しているため合計と合わないこと

があります。

＊施設等の名称は、仮称のものを含みます。



目次

I 令和 5年度予算のあらまし .............................................................. 5 

1 予算の編成方針 •.••.••.••.••.••.•........••.••.•............•..•.......••.••.•.........•. 5 

2 予算の規模 •.•.........•..........••.••.••.....•.••.••.••.••.••.....•.••.••....••.••.••.••. 6 

3 令和 5年度一般会計歳入予算 •.••....•...•.••.••.••.••...........•.••..•.••.••.••.••. 8 

4 令和 5年度一般会計歳出予算 ..••.••.••.•..•..••.••.••.••.••.••.••.•.....••.••.••.•.. 1 0 

II 基本構想の実現に向けた主な取組 ..................................................... 1 2 

l 暮らしやすさ 1番の新宿 ............................................................... 1 2 

(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組の充実 …•…………., 1 2 

(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推進 …………………・………., 1 3 

(3) 障害者がしヽきしヽきと暮らし続けられる環境の整備 ・...................................................., 1 4 

(4) 安心できる子育て環境の整備 ・・・・・・・・・・......................................................................, 1 4 

(5) 未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす教育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 5 

(6) セーフティネットの整備充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、 1 7 

(7) 女性や若者が活躍できる地域づくりの推進 ............................................................... 1 7 

(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 …•……………., 1 7 

(9) 地域での生活を支える取組の推進 ........................................................................... 1 7 

2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 8 

(1) 災害に強し‘、逃げなしヽですむ安全なまちづくり ・・・・..................................................... 1 8 

①建築物等の耐震化の推進 ....................................................................................... 1 8 

②木造住宅密集地域解消の取組の推進 ...••.••.••.••...•...••.••.••.••.••.••.••.••.••.••....•..••.••.....•.•• , 1 8 

③市街地整備による防災• 住環境等の向上 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 1 8 

④ 災害に強しヽ都市基盤の整備 ・・・・..............................................................................., 1 8 

(2) 災害に強しヽ体制づくり ・・・....................................................................................... 1 8 

(3) 暮らしやすしヽ安全で安心なまちの実現 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 9 

①犯罪のなしヽ安心なまちづくり ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 1 9 

②感染症の予防と拡大防止 ・・・..................................................................................., 1 9 

③ 良好な生活環境づくりの推進 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 1 9 



3 賑わし、都市・新宿の創造・............................................................. 2 0 

(1) 回遊性と利便性の向上による魅力的で歩しヽて楽しし、まちづくり • …………………………….. 2 0 

(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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・………..... 2 0 

(3) 地域特性を活かした都市空間づくり ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 20 

(4) 誰もが自由に歩ける、利用しやすく、わかりやすし、まちづくり ・・・• ………….... ・・・・・・・・…•• ・・・ 20 

(5)道路環境の整備 ・ ・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 20 

(6) 交通環境の整備・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 2 1 

(7) 豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備 ・・・......................................................... 2 1 

(8) 地球温暖化対策の推進 .........................................................................................、 2 1 

(9) 資源循環型社会の構築 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 2 

(lo)活力ある産業が芽吹くまちの実現 ・・......................................................................... 2 2 

(11)魅力ある商店街の活性化に向けた支援 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 2 2 

(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しヽの創造 •………………………・・ 2 3 

(13) 国際観光都市・新宿としての魅力の向上 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 2 3 

(14) 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 …• ……………………………….. 2 3 

(15) 多文化共生のまちづくりの推進 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 2 3 

(16) 平和都市の推進 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 2 3 

4

4

6

7

9

 

2

2

2

2

2

 

~
~
~
~
~
 

．
~
~
~
＂
 

＂

＂

 

．
 

．
 

~" 

~
~
 

~[[ 

~
~
~
~
~
 

~
~
~
"
i
 

り

~
~
i
~

~
~
~
[
~
 

~
~
~
~
~
 

i~i 

~" 
~
~
 

~
~
~
＂
 

＂

＂

 

~
~
~
~
 

~
~
 

~
~
＂
 

i[~ 

~
~
 

"

＂

"

 

••• 

[

[

 

瓢た
＂
＂
＂

ナ
＂
＂
＂

~, 

••• 
．
．
 

向

・

・

立確
に
~
•
し

の
化
~
映
直

強
~
反
見

の

の

の

政

盤

策

価

業

ォ且区
基

対

評

事

な

政

源

政

務

財

財

行

事

ヽ
~
‘
~
`
~
、

l
J

ノ

全

1

2

3

4

 

‘

ヽ

＼

（

（

（

健4
 

5 好感度 1番の区役所 ・・.................................................................. 3 1 

物価高騰への対応 ....................................................................... 3 2 

川 社会保障・税一体改革への対応等 ..................................................... 3 5 

地方税財源の確保に向けて .......................................................... 4 0 

IV 基本政策事業予算額等 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 4 1 



V 主要施策事業 ・・・............................................................................. 4 2 

1 暮らしやすさ 1番の新宿 .............................................................• 4 2 

2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化 ......................................... 9 1 

3 賑わしヽ都市・新宿の創造 ・・・........................................................... 1 0 8 

4 健全な区財政の確立 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 144 

5 好感度 1番の区役所・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・ 1 5 3 

VI 令和 5年度 3月補正予算の概要 ....................................................... 1 5 7 

VIl 令和 4年度 2月補正予算の概要 ....................................................... 1 6 0 

VIII 3月補正後の基金残高と区債残高の推移と今後の見込み …………………・ 1 6 2 

IX 3月補正後の第二次実行計画期間中の収支見通し …………………………・ 1 6 4 



【参考】

令和 5年度予算の見積りにつしヽて（依命通達） ........................................... 1 6 6 

各会計当初予算総括表 ・...................................................................... 1 7 0 

一般会計歳入予算款別総括表 ・・・........................................................... 1 7 1 

一般会計歳出予算款別総括表 ・............................................................. 1 7 1 

一般会計歳出第二次実行計画基本政策別総括表 ・・• …...............................、 1 7 2 

一般会計歳出新宿区基本構想に基づく目標別総括表 ・◆• ……………………….. 1 7 2 

一般会計歳出性質別総括表 ・・............................................................... 1 7 3 

職員及び給与費の状況 ....................................................................... 1 7 3 

国民健康保険特別会計歳入予算款別総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、 1 7 4 

国民健康保険特別会計歳出予算款別総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 7 4 

介護保険特別会計歳入予算款別総括表 ・................................................. 1 7 5 

介護保険特別会計歳出予算款別総括表 ・................................................. 1 7 5 

後期高齢者医療特別会計歳入予算款別総括表 …... …...... …・ ・・・・・・・・ …• ・・・・• ….. 1 7 6 

後期高齢者医療特別会計歳出予算款別総括表 …・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• ……..... 1 7 6 

各会計予算総括表 5年度1号 (3月）補正後予算比較 .......................................... 1 7 7 

一般会計歳入予算款別総括表 5年度1号 (3月）補正後予算比較 …………... ……….. 1 7 8 

一般会計歳出予算款別総括表 5年度l号 (3月）補正後予算比較 ……………………•、 1 7 8 

一般会計歳出性質別総括表 5年度1号 (3月）補正後予算比較............................. 1 7 9 

国民健康保険特別会計歳入予算款別総括表 5年度l号 (3月）補正後予算比較 …….. 1 8 0 

国民健康保険特別会計歳出予算款別総括表 5年度1号 (3月）補正後予算比較 …….. 1 8 0 



5

I 令和5年度予算のあらまし

1予算の編成方針

［ 予算●鴫方“゚ ポイント］
(,1 背景と今後の取り組み ） 

◎新型コロナウイルス感染症は収束せず、周期的な拡大の繰り返し

⇒ 区民生活や地域経済活動は大きな影響を受けてきた

ーよ二ニユー
• これからは、感染拡大に最大限の警戒をはらいつつ、地域の社会経済活動の

本格的な正常化に向けて取り組む
・区政を取り巻く環境の変化に対応した持続可能な区政運営を展開し、安全で

安心な区民生活を支えていく

I◎3年度決算 l 
•実質単年度収支 9 年連続黒字 ⇒ 一定の財政対応力の確保
• 一般財源収入増等による財政調整基金の取崩しなし

(2今後の課題 ］ 
・社会経済情勢の不透明な状況 ⇒ 景気動向を見極めた対応
（原油価格 • 原材料価格の高騰、 ウクライナ情勢の長期化など ） （地域経済活性化への支援、

物価高騰対策など）

•今後の社会保障関連経費や施設更新需要の増大などへの対応

[ o総じて、区財政は、引き続き予断を許さない状況

i◎令和 5年度の取組 l 
・感染状況に応じた機動的な対策

・地域コミュニティ活動の再起動

•高齢者や子育て世代への支援など誰もが安心して住み続けられる環境の整備

・災害に強い安全で安心なまちの実現

・魅力あふれる賑わい都市の創造と地域の特性を活かしたまちづくり など

(3令和 5年度予算見積りの基本方針 ）
 

,... ヽ
第二次実行計画の総仕上げとともに、

区民生活の現場・現実を踏まえ、

直面する区政課題の解決に向け着実に前進する予算

① 社会経済情勢の動向を的確に見極めながら、

限られた財源を戦略的、重点的に配分する

② 行政評価や直近の状況分析に基づく事務事業の見直しと

デジタル技術等を活用した事業転換等を進め、

効果的・効率的な事業構築を図る



２　予算の規模

〇

〇

単位：億円　

令和5年度 令和4年度 増減額 増減率（％）

1,695 1,664 30 1.8

389 369 20 5.3

279 270 9 3.3

83 80 4 4.6

2,446 2,383 63 2.6
項目単位で四捨五入しているため合わないことがあります。

　令和５年度予算編成では、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じた機
動的な対策を講じるとともに、デジタル化や脱炭素化の推進などに積極的に取
り組み、地域コミュニティ活動の再起動をはじめ、高齢者や子育て世代への支
援など誰もが安心して住み続けられる環境の整備、災害に強い安全で安心なま
ちの実現、魅力あふれる賑わい都市の創造と地域の特性を活かしたまちづくり
などの課題に予算を重点的に配分しました。その結果、５年度一般会計の予算
規模は、前年度と比較して､30億円､1.8%増、過去最大の1,695億円となりまし
た。

　一般会計に､特別会計を合わせた全会計の予算規模は 2,446億円となってい
ます。

区　　　　　分

一 般 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

合 計

後期高齢者医療特別会計

一般会計

1,695億円

国民健康保険特別会計

389億円

介護保険特別会計

279億円

令令和和５５年年度度当当初初予予算算

全全会会計計

２２,,４４４４６６億億円円

後期高齢者医療特別会計 83億円

6
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一般会計当初予算の推移

億円

1,700 一―------ ---------------------------------------------------------------------------------------」j~J-~--
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1,450 

29年度 30年度 2年度 4年度 5年度

平成26年度から令和5年度の一般会計当初予算の10年間の平均規模は1,518億円の規模となっています。

当切予算cir推移lI I I I I . 一千●●. .. -・・-'立旦皇目元三□三□□三［口年度~<度区分 25年度 26年度 27年度

一般会計

28年度 29年度— ___ J_ー.....

30年度

1,:362 1,399 1,429 1,454 

国民姑康保険
特 別 会計

介渡保険
特別会計
' '  

後期面齢者医療
特別会計

355 369 430 438 

1,446 
-・・---
449 

l,464 
"'● " 

383 

1,508 1,540 1,577 

----- 1··-— -t—.... 
372 366 353 

-~~~---·1 ,695 

389 

221 236 234 241 

63 66 

叶 2,001 2,070 

671 67 

-「一冒
2,160 2,200 

254 
e ' 

70 
' "" " 

2,/419 

240 
、-"""' 

72 
. "'"'""" 

立，159
' '' 

261
」

75

“
一乙士

26
_

＿“
 口

279

83-446 ，
 

—

り
J

二三rc‘ん

【参考】新宿区・東京都・ 国の財政規模の推移（一般会計当初予算） 単位：億円

％ 

とヽ
'""  "省~

2年度 3年度区分 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 4年度 5年度

'" " """'"" I-"" """  , 

新宿区 1,362 J ,:399 1,429 1,454 1,446 1,464 1,508; 1,540 1,577 1,664 l,695 __ , 

伸び率 △ 0.7 2.7 2.1 1.7 △ 0.5 1.3 3.0 2.1 2.4 5.6 1.8 

東京都 62,6L10 66,667 69,520 ！ 70,110 69,540 70,460 74,610 73,5叫 74,250 78,010 80,410 
--・  ・・ ~·--· —-· -・・、一

伸び率 1.9 6.4 4.3 0.8 △ 0.8 1.3 5.9 △ 1.4 1.0 5.1 3.1 

国 926,115 958,823 963,4201 '967,218 -974,517 977,128 1,1114,571 1,026,580 1,066,097 1,075,964 1,143,812 

伸び率 2.5 3.5 0.5 0.4 0.8 0.3 3.8 1.2 3.8 0.9 6.3 
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3 令和5年度一般会計歳入予算

0 歳入予算では、 一般財源の総額が1,092億円で、前年度と比較して46億円 (4.4%)の増とな
りました。内訳は、特別区税が530億円で、所得金額の増などにより31億円(6.3%)の増、地方
消費悦交付金が136億円で、侶人消費の堅調な推移などにより20億円 (17.5%)の増となった
ほか、特別区交付金が303億円で、原資である調整税等の増などにより15億円 (5.2%)の増な
どによるものです。一方、財源不足額として取り崩す財政調整基金からの繰入金は60億円
で、24億円 (28.4%)の減となりました。

0 特定財源の総額は、 603億円で、前年度と比較して16億円、2.5%の減となりました。
内訳は、特別区債が26億円で、四谷小学校校舎増築工事の実咆などにより12億円 (83.7%) 

の増となったものの、国庫支出金が322億円で、新型コロナウイルスワクチン接種体制の見直
しなどにより15億円(4.5%)の減、諸収入が17億円で、商工業資金貸付金の預託金返還金の
皆減などにより11億円 (38.4%)の減となっています。

●● "●9 

--~,-·-·,--—百'""→ "-1I ・ 

区 ハ刀 し
令和5年度 令和4年度 比較増減

里位：百互日

予算額 構成比 燿減額 増滅率
，，一~...一Pピ.,.—"'--"一,,.,_

特別区税 49,839 29.9% 3,133 6.3% 
← """""'"' "一，，__,.,_. ●''___ , -'''.... -~---—___ ,, ● "'● ●'""" , ..... —.,,.,_,_ 
地方謡与税 505 0.3% △ 3 △ 0.5% 
ト―-----------・-・—-...... 一・----... --四•—--・ 一―----• 一・・--"-----・・--― 卜---—··--—-- 、--·-- -------- -------·---~-—--· -・ 

利子割交付金 114 0.1% 63 46.7% 
ドーーヽ — トー....●● ● ,., ____心・-・-_, ___—,-・・--・-・ 一--·•· • ・--一______.. ...... 一
—配当割交付金 781 0.5% 84 10.6% 

株式悴譲渡所得割交付金 894 0.5% △ /55 △ 6.1% 
I 島

般地方消費税交付金 11,618 7.0% 2,032 17.5% 
トー_,_,''● ""' ' --・-・ '" -'"" • • 一_,,'' - 1・"一"●--"''"● ""'" ••• ,, .... , -·~· ''"'' ,, __● '" -・-... ・・-,, ....''● ・・-"" ' —, """ 
自動車取得税交付金 0 0.0% 0 0.0% 

1-~~--- -·--- - ·- ··--- 雫●●● ・---,-----・------- 1---·~'"· ぐ-・・-----・-・ ,ゞ.,__  ----·-—-心--··一・---,_ __ ,. ーー---·-—,.... ---一一"--""—--------·" 
財環境性能割交付金 127 0.1% 15 11.1% 

トー--・----・···-—··-----··--·--- -- 1 一,,_ー-~-·-·一―...., , .•. ―•一し＇ • ··---~-·----. --—.. --・-・-・・・-• 一—-· 一 ・―••一― ―-- · ·· -一··· -

地方特例交付金 △ 17.8% 

源特別区交付金 30,283 17. 9% 5.2% 

その他 3,645 2.2% 7.9% 

， 

;Jヽ計 I 03, 175 60.9% 

二L！...△□ 73..31% %' 1 

トー--.. ~ ー—....一マ--一贔―-----・--―- --・・・-- 一-------~···,··· —-----
財政調整姐金繰入金 6,043 3.6% 
1---一.....,, ● 9•' ~--·-"'●'". -----''●9● "" •••• -.'"' —. -'" "'---''. ---" ----ー・-----・--------------··· -- ••—- ·-

メ口入、 云』． 109,218 64.5% 
----i----—-~··-"'-—,_,.,..,,,_.,~.. -―'"~'"'"'一-·---—~~ _, "'―"""'""""'●●'1'"'"'● ・-・,.., ● , ...• 一9●●""' 

分担金及び負担金 1,994 1.2% 

特 使用料及び手政料 4,688 2.8% 4,679 2.8% ， 0.2% 
国庫支出金 32,219 19.0% 33,739 20.3% △ 1,520 △ 4.5% 

定 都支出金 12,240 7.2% 12,178 7.3% 62 0.5% 
~-- -・ 

諸収入 1,749 1.0% 2,840 I l.7% △ 1,091 △ 38.4% 
ャ ；

財 繰入金 3,740 2.2% 3,9501 2.4% △ 210 △ 5.3% 
••• , ...... ----- -·、-- -—---.. --------・ ● "・-一・-

特別区債 2,589 1.5% 1,409 0.9% 1,180 83.7% 
I 

源 その他 1,024 0.6% 949 0.5% i5 7.9% 

合 計 60,243 35.5% 61,803 37.1% △ 1,560 △ 2.5% 
. 

歳 入 合 計 169,461 100% 166,426 100% 3,035 1.8% _____ ., ___―・-・--.. 
項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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令和5年度一般会計歳入予算の構成割合

使用料及び手数料 2.8%

47億円

., — 一 ----.都支出金 7.2¾

123億円

国痺支出金 19.0%
'"""'"""' ' , . .  , ● " " "'●  9芯

' 322億円

その他一般財源 3.滋 ドミ

63億円

「政調 整基金繰入金 3.6%

繰入金 2.2%

特定財源 35.5%

603億円

その他特定財源 4.3% 1 
74億円

地方消費税交付金 s.0% I 136億円

（注）一般財源••••財源の使い道が特定されず、 どのような経脊にも使用できる財源(※)
特定財源… •財源の使い道が特定されている財源

※目的税の使途について

530億円

一般財源のうち、森林環境譲与税（地方譲与税に含まれています。）は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及

啓発等の森林整備及びその促進費用に使途が定められています。
令和5年度は、下記のとおり、木材利用及び普及啓発等に要する費用に充当します。

当該事業の財源内訳（千円）

使途区分 事業名 事業 費 国・都支出金、 一 般 財源等

その他特定財源 森林環境譲与税 そ の他

区が取り組む地球温暖
普及 啓 発等 化対策の推進 24,687 1,000 ~;~1,687 

゜(124頁）

環境に配慮した道づくり
~ lj"'" ' .. 用-... -' （木製防護梱の設置） 24,764 

゜
15,771 8,993 

(115頁）
-・" ー ロ

また、特別区税に含まれる入湯税については、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理痣設、消防施設などの整備や観光の振興に要す
る費用に使途が定められています。令和5年度は、下記のとおり銀光の振興に要する費用に充当します。

""へ9

当 該 事業の財源内訳（千円）

使途区分 事 業名 毒業 費 国・都支出金、 ~ 一 般 財 源 等

その他特定財源
—心"M'

入楊税 そ の 他
, ... , ... , ,, ~ .. 

or 
.. 

新宿銀光振典協会挙業
観光振 奥 助成等 103,739 48,177 55,562 

(130・138・139頁※）

※130・138・139頁は同事業のうち、一部の事業費のみ掲載しているため一致しません。

特別区税の推移

550 

500 

450 

400 

350 

300 

億円
ー←—歳入に占める構成比（％）

532 

26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 

％ 

50.0 

30.0 

10.0 

年度

＊平成25年度～令和3年度は決算額、令和4年度は決算見込み (2月補正後予算額）、令和5年度は当初予算額
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4 令和5年度一般会計歳出予算

0 5年度の歳出合計1,695億円を性質別内訳でみると、義務的経費が823億円で、前年度と
比較すると13億円 (1.5%)の減となっています。このうち、 人件費が270億円で、職員の定年年
齢の段階的引き上げに伴う退職手当の減などにより11億円 (4.0%)の減となっています。投資
的経費は119億円で、前年度と比較して11億円 (10.0%)の増ですが、 これは西新宿五丁目中
央南地区市街地再開発事業助成の事業進捗などによるものです。一般事業費は753億円
で、前年度と比較して32億円 (4.5%)の増となっています。このうち、貸付金が1億円で、商工
業資金貸付の預託金の皆減などにより11億円 (95.3%)の減となったものの、物件費が441億
円で、IT関連経費や物価高騰による光熱費の増などにより27億円 (6.6%)の増となったほか、
繰出金が142億円で、国民健康保険特別会計への繰出金の増などにより12億円 (9.0%)の増
となっています。

0 目的別内訳では、義務的経費、特に扶助費の割合が高い、福祉費462億円と子ども家庭
費324億円を併せて786億円となり、全体の46.4%を占めています。また、教育費が153億円
で、校舎の増築や入学祝金の支給などにより24億円 (18.3%)の増、地域振興費が89億円で、
地域センターの計画修繕の実施などにより13億円 (17.4%)の増となっています。

区分

性質別内訳

義務的経費

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

投資的経費

一般事業費
性

物 件 費
質
別 維 持 補 修 費

補 助 費 等

積 ~ I, 
豆ヘえ

投資及び出資金

貸 付 金

繰 出 金
．． 

予 備 費

歳 出 合 計

目的別内訳

1議 ム 費コ

2総 務 費

3地 域 振 興 費

4文化観光産業費

5福 祉 費

目 6子ども家庭費

的 7健 康 費
別 8環 境 さ作圭］ 掃 費

9 土 木 費

10教 育 費

11公 債 費

12諸 支 出 八並

13予 備 費

歳 出 合 計

令和5年度

予算額 l 構成比

単位：百万円

令和4r度 I 比較1増減
予算額 構成比 増減額 増減率

.. _ 
82,264 48.6% 83,555 50.2% △ 1,291 △ 1.5% 

27,025 16.0% 28,153 16.9% △ 1,128 △ 4.0% 

53,175 31.4% 53,032 31.9% 143 0.3% 

2,064 1.2% 2,370 1.4% △ 306 △ 12.9% 

11,901 7.0% 10,820 6.5% 1,081 10.0% 

75,296 44.4% 72,051 43.3% 3,245 4.5% 

44,140 26.0% 41,412 24.9% 2,728 6.6% 

1,300 0.8% 1,298 0.8% 2 0.1% 

11,341 6.7% 11,003 6.6% 338 3.1% 

3,927 2.3% 3,826 2.3% 101 2.6% 

54 0.0% 1,158 0.7% △ 1,104 △ 95.3% 

14,234 8.4% 13,054 7.8% 1,180 9.0% 

300 0.2% 300 0.2% 

゜
0% 

169,461 100% 166,4加I 100% 3,035 1.8% 

739 0.4% 723 0.4% 16 2.3% 

11,894 7.0% 12,657 7.6% △ 763 △ 6.0% 

8,929 5.3% 7,603 4.6% 1,326 17.4% 

6,036 3.6%, I 7,071 4.2% △ 1,035 △ 14.6% 

46,230 27.3% 46,087 27.7% 143 0.3% 

32,395 19.1% 32,322 19.4% 73 0.2% 

20,869 12.3% 20,443 12.3% 426 2.1% 

8,768 5.2% 8,454 5.1% 314 3.7% 

12,194 7.2% 11,823 7.1% 371 3.1% 

15,311 9.0% 12,945 7.8% 2,366 18.3% 

2,070 1.2% 2,373 1.4% △ 303 △ 12.8% 

3,726 2.2% 3,625 2.2% 101 2.8% 

300 0.2% 300 0.2% 

゜
0% 

169,461 100% 166,426 100% 3,035 1.8% 
項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります



11

令和5年度歳出予算の性質別内訳

維持補修費 0.8%

13億円

物件費 26.0%

441億円

補助費等 6.7%

114億円

投資的経費 7.0%

119億円

その他（繰出金等） 10.9% 

185億円

義務的経費 48.6%
823億円

人件費 16.0%

270億円

性質別内訳のうち、職員などの人件費が270億円 (16.0%)、生活保護費等に係る扶助費が532億円
(31.4%)、施設管理経費等の物件費が441億円(26.0%)となり、この3つの項目で全体の約7割を占めて
います。なお、 一般事業費は、物件費、維持補修費、補助費等、その他（繰出金等）の合計です。

令和5年度歳出予算の目的別内訳

教育費 9.0%

153億円

環境清掃費 5.2%

88億円

健康費 12.3%
209億円

諸支出金 2.2% 予備費 0.2%
3億円

公債費 1.2%

21億円

37億円

子ども家庭費 19.1%
324億円

議会費 0.4%

8億円
総務費 7.0%

119億円

地域振興費 5.3%

89億円

文化観光産業費

3.6% 

60億円
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II 基本構想の実現に向けた主な取組

<1 . 暮らしやすさ 1番の新宿 151事業 19,206,952千円］

生涯にわたり心身ともに健康で暮らせる健康寿命の延 I 22事業 367,251千円

伸に向けた取組の充実

健康づくりの推進と生活習慣病の予防等 22事業 367,251千円

◇気軽に健康づくりに取り組める環境整備

健康づくり行動計画（がん対策・食育推進 【拡】 8,705 千円 (42頁）

計画）の策定

データヘルス計画等の策定 【新】 8,852 千円 (42頁）

地域健康づくりの推進

健康ポイント事業 ［拡］ 20,781 千円 (42頁）

ウォーキングの推進 【拡l 8,671 千円 (43頁）

健康的な食生活の推進 2,144 千円 (43頁）

◇ 高齢期の健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進

地域介護予防活動支援事業 24,570 千円 (44頁）

地域リハビリテーション活軌支援事業 1, 113 千円 (44頁）

地域健康づくりの推進（健康づくりの普及啓発） 3,695 千円 (45頁）

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 【拡】 24,661 千円 (45頁）

◇生活習慣病の予防

生活習慣病治療中断者への受診勧奨 5,058 千円 (45頁）

生活習慣病予防事業等（糖尿病予防対策の推進） 2,576 千円 (45頁）

糖尿病性腎症等重症化予防事業 4,542 千円 (46頁）

◇女性の健康支援 【拡】 20,200 千円 (46頁）

◇ こころの健康づくり

精神保健福祉事業（精神保健相談、精神保健 22,108 千円 (46頁）

福祉連絡協議会の運営、働く人のメンタルヘ
ルス）、保健センター（精神保健相談等）

◇ 乳幼児から始める歯と口の健康づくり 36,563 千円 (47頁）

◇ 自殺総合対策 【拡】 11,457 千円 (47頁）

◇ 急患診療事業（小児夜間診療） 【拡】 33,760 千円 (47頁）

◇保健センター（乳幼児健康診査） 【拡】 42,187 千円 (47頁）

◇歯科保健事業等（歯科健康診査） 【拡】 25,389 千円 (48頁）

◇歯科健康診査 【拡】 3,752 千円 (48頁）

◇公衆浴場への助成（運営費助成） 【拡】 15,960 千円 (48頁）

◇ 区民保養所等受付業務委託 【拡】 40,507 千円 (48頁）
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住み慣れた地域で暮らし続けられる地域包括ケアシス I 28事業 1,398,526千円

テムの推進

◇社会福祉施設等緊急助成 【新】 318,852 千円 (55頁）

◇高齢者保健福祉計画等の策定 【拡】 15,176 千円 (56頁）

◇高齢者福祉活動事業助成等 【拡】 11,028 千円 (56頁）

◇ サービス利用促進パンフレットの発行及び配布 【拡】 11,747 千円 (56頁）

◇ 外国語版パンフレットの発行 【新】 1, 155 千円 (56頁）

◇高齢者向け総合情報冊子の発行 【拡】 4,667 千円 (57頁）

◇都市型軽費老人ホーム整備助成 【新】 100,000 千円 (57頁）

◇一人暮し高齢者等への助成

寝具乾燥消毒サービス 【拡】 15,942 千円 (57頁）

緊急通報システム 【拡】 22,401 千円 (57頁）

高齢者総合相談センターの機能及び在宅療義支援体 4事業 603,420千円

制の充実

◇高齢者総合相談センターの機能の充実

高齢者総合相談センター事業 532,688 千円 (49頁）

高齢者総合相談センターの機能の充実 29,050 千円 (49頁）

◇在宅医療・介護連携ネットワークの推進

地域保健医療支援体制の推進 ［拡］ 23,761 千円 (50頁）

（在宅療養支援の推進）

在宅医療・介護連携推進事業 17,921 千円 (50頁）

地域で支え合うしくみづくりの推進 9事業 219,436千円

◇地域で支え合うしくみづくりの推進

多様な主体による支え合いの推進 49,336 千円 (51頁）

一人暮し高齢者への情報紙の訪問配布 17,372 千円 (51頁）

介護支援ボランティア・ポイント 【拡】 8,372 千円 (52頁）

地域見守り協力員 27,336 千円 (52頁）

地域安心カフェ 627 千円 (52頁）

高齢者見守り登録事業等 【拡】 7,672 千円 (53頁）

◇ 「地域支え合い活動」の展開

薬王寺地域ささえあい館 17,383 千円 (53頁）

（地域支え合い支援事業）

地域で支え合うしくみづくりの推進 31,459 千円 (53頁）

（地域支え合い支援事業）

シニア活動館（管理運営費） 【拡】 59,879 千円 (53頁）

介護保険サービスの基盤整備 3事業 35, 132千円

◇ 地域密着型サービスの整備

小規模多機能型居宅介護施設 【新） 12,787 千円 (54頁）

認知症高齢者グループホーム ［新】 21,723 千円 (54頁）

整備事業者の選定 622 千円 (54頁）
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認知症高齢者への支援体制の充実 3事業 39,570千円

◇認知症高齢者への支援体制の充実

認知症高齢者支援の推進 3,853 千円 (55頁）

認知症総合支援事業 453 千円 (55頁）

一人暮し認知症高齢者への生活支援サービス 35,264 千円 (55頁）

［障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備
12事業 600,265千円

◇障害者グループホームの設置促進

障害者グループホーム等整備助成 【新】 135,015 千円 (58頁）

◇区立障害者福祉施設の機能の充実

障害者福祉センター（設備整備） 【新】 122,492 千円 (58頁）

◇障害を理由とする差別の解消の推進

障害者差別解消の推進 4,411 千円 (59頁）

障害者地域生活支援事業

意思疎通支援 17,291 千円 (59頁）

理解促進研修・啓発 5,909 千円 (59頁）

◇障害者計画等の推進 【拡】 12,943 千円 (60頁）

◇心身障害者への助成

タクシー利用料 【拡】 197,882 千円 (60頁）

自動車燃料費 【拡】 6,662 千円 (60頁）

◇在宅重度心身障害者への助成

寝具乾燥消毒サービス 【拡】 719 千円 (61頁）

緊急通報システム 【拡】 857 千円 (61頁）

◇障害者地域生活支援事業（日常生活用具 【拡】 81,783 千円 (61頁）

給付等）

◇視覚・聴覚障害者支援事業 【拡】 14,301 千円 (61頁）

I安心できる子育て環境の整備
26事業 11,289, 305千円

◇子ども・子育て支援事業計画の推進 ［新】 19,739 千円 (68頁）

◇子ども未来基金（助成金） 【拡】 9,332 千円 (68頁）

◇保育所等緊急助成 【新】 91,168 千円 (69頁）

◇子ども医療費助成 【拡】 1,443,563 千円 (69頁）

保育所等の待機児童の解消 6事業 8,686,331千円

◇着実な保育所待機児童対策の推進

私立保育所整備事業者の選定 620 千円 (62頁）

◇放課後の子どもの居場所の充実

放課後子どもひろば 【拡】 956,160 千円 (62頁）

学童クラブ 【拡】 1,554,620 千円 (63頁）

◇保育所への保育委託等

私立保育所等委託 【拡】 5,082,952 千円 (65頁）
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◇地域子ども・子育て支援事業

延長保育事業 【拡】 900,551 千円 (65頁）

一時保育事業 【拡】 191,428 千円 (65頁）

多様なニーズヘの対応と親と子の育ちの場をつくる 16事業 1,039,172千円

子育て支援

◇地域における子育て支援サービスの推進

子ども総合センター、子ども家庭支援セン 387,461 千円 (63頁）
ター（管理運営費）

家事育児サポート事業

産前産後支援 ［新】 44,728 千円 (64頁）

ベビーシッター利用支援 ［新】 32,500 千円 (64頁）

子どもショートステイ 【拡】 20,145 千円 (64頁）

◇子どもから若者までの切れ目のない支援の充実

子ども家庭・若者サポートネットワーク 1,127 千円 (65頁）

子ども•若者総合相談 211 千円 (66頁）

◇発達に心配のある児童への支援の充実

子ども総合センター

発達支援 150,989 千円 (66頁）

在宅児等訪問支援 3,777 千円 (66頁）

保育所等訪問支援 9,738 千円 (66頁）

障害幼児一時保育 3,515 千円 (66頁）

保育所への保育委託等（障害児保育利用） 【拡】 276,308 千円 (65頁）

◇妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実

母子保健事業等（出産・子育て応援事業） 【拡】 100,521 千円 (67頁）

◇子どもの貧困の連鎖を防止するための取組

子育て支援施策ガイドの発行 544 千円 (67頁）

◇児童相談所設置準備 【拡】 2,938 千円 (68頁）

◇子ども総合センター（管理運営費） ［拡】 1,444 千円 (69頁）

（子ども総合センター分室の設置）

◇子ども総合センター（行事費） 【新】 3,226 千円 (69頁）

I未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす教育の充実 I 39事業 4,637,654千円

◇地域協働学校（コミュニティ・スクール）の充実 24,485 千円 (70頁）

◇学校の教育力強化への支援

学校支援体制の充実 198,958 千円 (70頁）

学校評価の充実 8,951 千円 (70頁）

創意工夫ある教育活動の推進 35,041 千円 (70頁）

◇特別支援教育の推進 【拡】 274,270 千円 (71頁）

◇ 日本語サポート指導 66,115 千円 (71頁）
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◇不登校児童• 生徒への支援

不登校児童 • 生徒への支援 【拡】 3,789 千円 (71頁）

教育センター運営費（教育相談） 67,033 千円 (72頁）

◇学校図書館の充実 132,782 千円 (72頁）

◇公私立幼稚園における幼児教育等の推進

幼稚園の管理運営

預かり保育 27,044 千円 (72頁）

幼児教育の充実 13,512 千円 (72頁）

施設等利用給付 252 千円 (73頁）

保護者負担軽減補助金 120,136 千円 (73頁）

私立幼稚園事業助成

研修事業助成 1,500 千円 (73頁）

預か り保育推進助成 7,176 千円 (73頁）

健康管理助成 7,992 千円 (73頁）

安全安心助成 【拡】 15, 108 千円 (74頁）

一時預か り事業助成 4,909 千円 (74頁）

幼児教育推進助成 40,373 千円 (74頁）

特別支援教育推進助成 13,000 千円 (74頁）

施設等利用給付

私立幼稚園等 318,141 千円 (75頁）

預かり保育等 12,474 千円 (75頁）

◇ ICTを活用した教育の充実 【拡】 1,516,975 千円 (75頁）

◇豊かな人間性と社会性を育む教育の充実

伝統文化理解教育の推進 9,293 千円 (75頁）

障害者理解教育の推進 12,232 千円 (76頁）

◇国際理解教育及び英語教育の推進

外国人英語教育指導員の配置 49,936 千円 (76頁）

ICTの活用 1,848 千円 (76頁）

英語キャンプ 11, 695 千円 (76頁）

英検チャレンジ 2,856 千円 (77頁）

◇部活動運営支援事業 【拡】 85,313 千円 (77頁）

◇ スポーツギネス新宿の推進 4,015 千円 (77頁）

◇入学祝金支給 【新】 407,097 千円 (77頁）

◇校外学習活動等の支援 ［拡】 46,088 千円 (78頁）

◇ 運営費（学校給食の支援） 【拡】 81,595 千円 (78頁）

◇保守管理委託等（教育施設照明のLED化） 【拡】 17,761 千円 (78頁）

◇学校校舎の増築

四谷小学校校舎の増築 【拡】 800,664 千円 (78頁）

西新宿小学校校舎の増築 【新】 56,007 千円 (79頁）

◇ 区外学習施設の管理運営 【拡】 128,873 千円 (79頁）

◇私立幼稚園緊急助成 【新】 12,365 千円 (79頁）
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Iセーフティネットの整備充実
11事業 399,677千円

◇ホームレスの自立支援の推進

拠点相談事業 25,599 千円 (80頁）

自立支援ホーム 14,243 千円 (80頁）

地域生活安定促進 29,998 千円 (80頁）

◇生活保護受給者の自立支援の推進

法外援護（就労支援、地域生活自立支援） 71,264 千円 (81頁）

◇生活困窮者の自立支援の推進 258,573 千円 (81~83頁）

自立相談支援、住居確保給付金、就労準備支援、

家計改善支援、 一時生活支援、学習支援

I女性や若者が活躍できる地域づくりの推進
5事業 25,282千円

◇啓発活動 6,414 千円 (84頁）

◇男女共同参画推進計画の策定 ［新） 8,312 千円 (84頁）

◇配偶者等からの暴力の防止 1,050 千円 (84頁）

◇ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 7,568 千円 (85頁）

◇若者の区政参加の促進 1,938 千円 (85頁）

地域の課題を共有し、ともに考え、地域の実情に合っ 3事業 37,149千円

たまちづくりの推進

◇ 町会・自治会活性化への支援 【拡】 24,344 千円 (86頁）

◇町会・自治会活性化への支援 (ICTの活用） 【拡】 9,667 千円 (86頁）

◇多様な主体との協働の推進 3,138 千円 (87頁）

I地域での生活を支える取組の推進
5事業 451,843千円

◇成年後見制度の利用促進 88,783 千円 (88頁）

新宿区社会福祉協議会運営助成等、成年後見
制度の利用促進

◇ だれもが地域でいきいきと暮らせるための就労 308,322 千円 (89頁）
支援の推進

◇人材確保支援事業 【拡】 51,412 千円 (90頁）

◇高齢者や障害者等の住まい安定確保 【拡］ 3,326 千円 (90頁）
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[2. 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化 45事業 8,324,934千円］

I 災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり
16事業 3,410,929千円

建築物等の耐震化の推進 2事業 638,181千円

◇建築物等耐震化支援事業 【拡】 600,686 千円 (91頁）

◇擁壁．がけの安全化の総合的な支援 【拡】 37,495 千円 (92頁）

木造住宅密集地域解消の取組の推進 4事業 127,802千円

◇木造住宅密集地域の整備促進（若葉・須賀町地区） 【拡】 99,016 千円 (92頁）

◇不燃化推進特定整備事業（西新宿五丁目地区） 834 千円 (93頁）

◇木造住宅密集地域における不燃化建替え促進 27,952 千円 (93頁）

◇新たな防火規制による不燃化の促進 千円 (93頁）

市街地整備による防災•住環境等の向上 3事業 1,850,408千円

◇市街地再開発事業助成（西新宿五丁目中央南地区） 1,254,087 千円 (93頁）

◇市街地再開発事業助成（西新宿三丁目西地区） 【新】 596,087 千円 (94頁）

◇市街地再開発の事業化支援 234 千円 (94頁）

災害に強い都市基盤の整備 7事業 794,538千円

◇細街路の拡幅整備 387,467 千円 (94頁）

◇道路の無電柱化整備 【拡】 260,189 千円 (95頁）

◇ 道路の治水対策 64,254 千円 (95頁）

◇道路・公園擁壁の安全対策

道路擁壁の安全対策 30 千円 (95頁）

公園擁壁の安全対策 50 千円 (95頁）

◇ まちをつなぐ橋の整備

橋りょう長寿命化修繕計画の改定 【新】 8,514 千円 (96頁）

補強補修 【拡】 74,034 千円 (96頁）

I災害に強い体制づくり
6事業 137,726千円

◇ 女性の視点を踏まえた配慮を要する方への 【拡】 5,500 千円 (97頁）

避難所運営体制の充実

◇福祉避難所の充実と体制強化 1,667 千円 (97頁）

◇備蓄物資の充実 【拡】 105,043 千円 (97頁）
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◇災害医療体制の充実 9,660 千円 (98頁）

◇マンション防災対策の充実 4,760 千円 (98頁）

◇防災会議等 【拡】 11, 096 千円 (98頁）

I暮らしやすい安全で安心なまちの実現
23事業 4,776,279千円

犯罪のない安心なまちづくり 4事業 227,949千円

◇安全で安心して暮らせるまちづくりの推進

重点地区の活動強化 5,520 千円 (99頁）

客引き行為等防止対策の強化 【拡】 178,523 千円 (99頁）

防犯対策の推進 42,406 千円 (105頁）

歌舞伎町安全•安心対策事業助成 【新】 1,500 千円 (105頁）

感染症の予防と拡大防止 11事業 4,228,529千円

◇新型インフルエンザ等対策の推進 2,542 千円 (99頁）

◇感染症予防関係法令に基づくまん延防止対策及び 【拡】 75,991 千円 (101頁）

健康診断等（麻しん・風しん抗体検査）

◇予防接種

麻しん・風しん 【拡】 83,392 千円 (101頁）

子宮頸がん 【拡】 393,251 千円 (102頁）

帯状疱疹 【新】 103,060 千円 (102頁）

◇新型コロナウイルス感染症対策

検査体制の充実 259,496 千円 (102頁）

保健所の機能強化 479,506 千円 (103頁）

医療費公費負担 596, 110 千円 (103頁）

移送体制の確保 72,270 千円 (103頁）

予防接種 2,140,070 千円 (104頁）

自宅療養者医療支援施設の管理運営 22,841 千円 (104頁）

良好な生活環境づくりの推進 8事業 319,801千円

◇路上喫煙対策の推進 155,901 千円 (100頁）

◇アスベスト含有調査及び除去等への助成 11, 835 千円 (100頁）

◇マンションの適正な維持管理及び再生への支援 【拡】 12,209 千円 (loo頁）

◇人と猫との調和のとれたまちづくり 【拡】 6,873 千円 (104頁）

（猫の去勢・不妊手術費助成）

◇ ポイ捨て防止ときれいなまちづくり 14,388 千円 (105頁）

◇空家等対策の推進 【拡】 3,167 千円 (106頁）

◇民有灯及び商店街灯の維持助成 【拡】 47,082 千円 (107頁）

◇民有灯改修等支援 【拡】 68,346 千円 (107頁）
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3. 賑わい都市・新宿の創造 86事業 7,735,963千円

回遊性と利便性の向上による魅力的で歩いて楽し 5事業 136,929千円

いまちづくり

◇新宿駅周辺地区の整備推進

新宿駅直近地区のまちづくり 14,451 千円 (108頁）

新宿駅東西自由通路の整備 84,328 千円 (108頁）

新宿通りモール化 822 千円 (108頁）

靖国通り地下通路延伸に向けた支援 10 千円 (109頁）

新宿駅周辺地区のまちづくり；レールの策定 【拡】 37,318 千円 (109頁）

誰もが安心して楽しめるエンターテイメントシ 3事業 94,616千円

ティの実現

◇歌舞伎町地区のまちづくり推進
歌舞伎町）レネッサンスの推進 【拡】 59,671 千円 (llO頁）

放置自転車等対策の推進 千円 (110頁）

歌舞伎町クリーン作戦 34,945 千円 (110頁）

I地域特性を活かした都市空間づくり
3事業 59,063千円

◇ 地区計画等のまちづくりルールの策定 【拡】 25,560 千円 (111頁）

◇景観に配慮したまちづくりの推進 【拡】 8,809 千円 (111頁）

◇市谷薬王寺地域の住居表示実施 【新】 24,694 千円 (111頁）

誰もが自由に歩ける、利用しやすく、わかりやす 2事業 5,215千円

いまちづくり

◇ユニバーサルデザインまちづくりの推進 4,907 千円 (112頁）

◇ バ リアフリーの整備促進 308 千円 (112頁）

I道路環境の整備
7事業 597,185千円

◇都市計画道路等の整備

百人町三• 四丁目地区の道路整備 【拡】 5,550 千円 (113頁）

都市計画道路等の整備促進 【拡】 12,654 千円 (113頁）

◇人にやさしい道路の整備
道路の改良 【拡】 123,460 千円 (113頁）
バリアフリーの道づくり 【拡］ 172,913 千円 (114頁）

◇ 道路の環境対策

環境に配慮した道づくり（遮熱性舗装工事） 70,207 千円 (115頁）
環境に配慮した道づくり（木製防護柵の改修） 24,764 千円 (115頁）
街路灯の省エネルギー対策 187,637 千円 (115頁）
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［交通環境の整備
7事業 494,431千円

◇ 自転車通行空間の整備 【拡】 65,734 千円 (116頁）

◇ 自転車等の適正利用の推進

放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動 389,190 千円 (116頁）

自動二輪車の駐車対策 110 千円 (117頁）

自転車シェアリングの推進 38 千円 (117頁）

◇安全で快適な鉄道駅の整備促進 20 千円 (117頁）

◇みんなで進める交通安全（交通安全運動の推進等） 19,006 千円 (117頁）

◇鉄道施設の整備促進 【拡】 20,333 千円 (117頁）

◇大久保地域の環境・混雑対策

【再掲】みんなで進める交通安全 (19, 006千円） (117頁）

（交通安全運動の推進等）

【再掲】公園及び児童遊園等の維持管理 (122, 410千円） (122頁）

（その他の維持管理）

【再掲】ポイ捨て防止ときれいなまちづくり (14, 388千円） (105頁）

I豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備
10事業 418,330千円

◇ 新宿らしいみどりづくり
新宿らしい都市緑化の推進 8,574 千円 (118頁）

樹木、樹林等の保護助成 17,592 千円 (118頁）

◇新宿中央公園の魅力向上 【拡】 56,240 千円 (119頁）

◇みんなで考える身近な公園の整備 ［拡】 10,802 千円 (119頁）

◇ 公園施設の計画的更新 【拡】 68,879 千円 (120頁）

◇ 清潔できれいなトイレづくり
公園トイレ 【拡】 92,424 千円 (120頁）
公衆トイレ 【拡］ 1,615 千円 (121頁）

◇魅力ある水辺づくり
アユが喜ぶ川づくり 【拡】 9,468 千円 (121頁）
水辺のさくらのライトアップ 【拡】 30,326 千円 (122頁）

◇公園及び児童遊園等の維持管理（その他の維持管理） 122,410 千円 (122頁）

I地球温暖化対策の推進
8事業 222,127千円

◇ 区民省エネルギー意識の啓発 【拡】 91,133 千円 (123頁）

◇ 事業者省エネルギー行動等の促進 【拡】 33,017 千円 (124頁）

◇区が取り組む地球温暖化対策の推進
区が取り組む地球温暖化対策 【拡】 25,237 千円 (124頁）
清掃事務所（設備整備） 【拡］ 13,350 千円 (124頁）
新宿中継・資源センター（設備整備） 【拡】 49,868 千円 (124頁）
リサイクル活動センター（設備整備） ［拡】 3,210 千円 (125頁）

◇環境学習・環境教育の推進
環境学習・環境教育の推進 3,729 千円 (125頁）
環境教育の推進 2,583 千円 (125頁）
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l資源循環型社会の構築
4事業 1,815,007千円

◇ ごみの発生抑制の推進 4,106 千円 (126頁）

◇ 食品ロス削減の推進 【拡】 3,777 千円 (126頁）

◇資源回収の推進 【拡】 1,804,425 千円 (127頁）

◇事業系ごみの減量推進 2,699 千円 (128頁）

I活力ある産業が芽吹くまちの実現
15事業 2,900,403千円

◇ しんじゅく逸品の普及 【拡】 17,943 千円 (129頁）

◇観光と一体となった産業振興（新宿ものづくりの 552 千円 (129頁）

振興）

◇多彩な観光資源を活かした区内回遊の促進 6,915 千円 (129頁）

観光施策の推進（観光資源を活かした区内

回遊性の向上）

新宿観光振興協会事業助成等（新宿の魅力開 【拡】 20,130 千円 (130頁）
発・向上による観光活性化に向けた調査・検
討）

◇ 中小企業新事業創出支援

新宿ビジネスプランコンテスト 【拡］ 5,614 千円 (130頁）

新製品・新サービス開発支援助成 7,601 千円 (130頁）

新宿ビジネス交流会 480 千円 (130頁）

◇ 中小企業支援ネットワーク会議の連営 【新］ 152 千円 (131頁）

◇融資資金の利子補給等

環境保全資金利子補給 【拡】 270 千円 (131頁）

商工業緊急資金利子補給 【拡］ 694,348 千円 (131頁）

創業資金利子補給 【拡】 11,237 千円 (131頁）

◇ 中小企業活性化支援

経営力強化支援事業 【新】 976,675 千円 (132頁）

売上向上実践講座 【新】 5,100 千円 (132頁）

◇地場産業の振興（地場産業団体の展示会等支援） 【拡】 9,000 千円 (133頁）

◇地域商業活性化推進事業 【拡】 1,144, 386 千円 (133頁）

I魅力ある商店街の活性化に向けた支援
3事業 332,624千円

◇ にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援 【拡】 306,943 千円 (134頁）

◇大学等との連携による商店街支援 12,087 千円 (135頁）

◇商店街の魅力づくりの推進（商店会情報誌の発行） 13,594 千円 (135頁）
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まちの歴史や記憾、文化、芸術など多様な魅力に 3事業 100,419千円

よる賑わいの創造

◇新宿の魅力としての文化の創造と発信

新宿フィールドミュージアム 31,923 千円 (136頁）

◇新宿の歴史・文化の魅力向上 【拡】 25,476 千円 (137頁）

◇大新宿区まつり 【拡】 43,020 千円 (137頁）

I国際観光都市・新宿としての魅力の向上
4事業 149,906千円

◇新宿ブランドを活用した取組の推進

魅力ある観光情報の発信 ［拡】 27,487 千円 (138頁）

【再掲】しんじゅく逸品の普及 (17, 943千円） (129頁）

【再掲】多彩な観光資源を活かした区内回遊の促進 (6, 915千円） (129頁）

◇新宿フリーWi-Fiの運用等 16,158 千円 (138頁）

◇新宿観光案内所の運営（新宿観光振興協会事業助成等） 36,698 千円 (139頁）

◇ふるさと納税管理事務 【新】 69,563 千円 (139頁）

生涯にわたり学習・スポーツ活動などを楽しむ環 I 7事業 385,631千円

境の充実

◇子ども読書活動の支援

子ども読書活動の推進 【拡】 20,332 千円 (140頁）

絵本でふれあう子育て支援 5,649 千円 (140頁）

◇スポーツ環境整備方針の改定

スポーツ環境調査 【新】 14,036 千円 (140頁）

◇ スポーツコミュニティの推進

新宿未来創造財団運営助成 3,007 千円 (141頁）

スポーツコミュニティの推進 【拡］ 8,865 千円 (141頁）

◇運動広場の開放 18,034 千円 (141頁）

◇ スポーツ施設整備基金を活用したスポーツ施設の 【拡】 315,708 千円 (141頁）
整備

I 多文化共生のまちづくりの推進•平和都市の推進 I 5事業 24,077千円

◇多文化共生のまちづくりの推進

多文化共生まちづくり会議の運営 2,912 千円 (142頁）

ネットワーク事業の推進 378 千円 (142頁）

外国人への情報提供 【拡】 4,895 千円 (142頁）

◇多文化共生実態調査 【新】 10, 772 千円 (142頁）

◇平和啓発事業の推進 5,120 千円 (143頁）
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4. 健全な区財政の確立 36事業 3,704,379千円

〇 財政調整基金繰入金を除く特別区税などの一般財源は、前年度と比
ベ70億円の大幅増となりましたが、本区の財政構造は景気の動向に左
右されやすく、今後の減収リスクにも留意が必要です。
将来にわたり安定的な財政運営を行う観点から、今後の社会経済情

勢の変化に迅速かつ的確に対応できる財政基盤の確立に向けた取組
を進めます。

0 高齢者、子育て世代や生活困窮者などへの支援、高度防災都市化
に向けた災害に強いまちづくり、更新時期を迎える区有施設への対応
など、必要な施策を確実に進めていくために、基金を有効に活用し、
必要な財源を確保します。

0 また、必要な施策の財源として、将来の財政負担を考慮しながら、区
債を適切に活用します。

I財政基盤の強化に向けた取組

0今後の施策展開を支える財政対応力の涵養

区債の計画的な活用を図るとともに、基金の残高の確保を図るため、令和4
年度の補正予算とあわせ、基金への積立てをするなど、今後の財政運営への
備えを講じていきます。

基金への
積立額

4年度2月補正予算

による基金確保

基 金 残

令和5年度当初

3,927百万円

基金積立

基金繰入金の減額

高ヽ， 確 保 計

令和4年度当初 比較増減

3,826百万円 101百万円

223百万円

7,450百万円

7,673百万円

◆ 5年度は、地方税の臨時的増収相当分（約1億円）（次頁を参照）を、
社会資本等整備基金に積立を行い、今後の減災社会構築のための
備えとします。
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＊地方税の臨時的増収相当分について
---------------------------―---------------------I 

I 
＇地方税の臨時的な個人住民税の引上げ
I 

I平成26年度から個人住民税均等割が年額1,000円（都民税500円特別区民税500円）の引上げと

I 
＇なりました 。これは、平成23年度から平成27年度までの間、緊急的に地方公共団体が実施する防災
，施策の財源確保のために成立した「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災
Iのための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」【平成23年12月2日公
’布、同日施行】による臨時の措置として個人住民税の引上げを行ったものです。
I ，新宿区としても同法の趣旨に基づき、 平成23年度から平成27年度までの間に、緊急減災事業に、
事業費ベースで49億円（国・都支出金を除くと26億円）の財源を投入しました。

〈特例措置の期間〉

平成26年度から令和5年度まで

〈個人住民税均等割の引上げの額〉

・都民税の均等割 年額1,000円→1,500円(500円増）

•特別区民税の均等割 年額3,000円→3,500円(500円増）

＊平成26年度から令和3年度実績の合計で、 772,255千円

＊令和4年度実績見込みで103,370千円

＊令和5年度は当初予算見込ベースで積算すると単年度で、 103,493千円

（平成26年度～令和5年度までの10年間で、 979,118千円）

0主な増収対策

事業名 令和5年度予算額

滞納整理支援システムの運用
5,940 千円

（特別区民税等）

課税資料管理システムの運用
5,968 千円

（特別区民税等）

（特別区民税等） 9,155 千円

コンビニ収納
（国民健康保険料） 14,819 千円

の活用
（介護保険料） 3,996 千円

（後期高齢者医療保険料） 2,006 千円

納税催告センターの運営
15,431 千円

（特別区民税等）

電話催告センターの運営等
19,757 千円

（国民健康保険料）

多様な決済手
（特別区民税等） 9,055 千円

段を活用した
（国民健康保険料） 5,230 千円

電子納付の推

進
（介護保険料） 704 千円

計 92,061 千円
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巴
く基金の有効活用＞

◇ 社会資本等整備基金取崩額 761百万円

［充当事業］ 本庁舎設備整備、地域センター設備整備・計画修繕、新宿コズミックスポーツ

センター設備整備、牛込保健センター及び新宿生活実習所の建設など

◇ スポーツ施設整備基金取崩額 315百万円

［充当事業］ 新宿スポーツセンター設備整備

◇ 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金取崩額 696百万円

［充当事業］ 弁天町保育園の建設、四谷小学校校舎の増築など

◇ みどり公園基金取崩額 33百万円

［充当事業］ 新宿中央公園の整備

◇ 減債基金取崩額 1,900百万円

［充当事業］ 公債費（元金償還金）

く区債の活用＞

◆ 公共施設整備などに必要な財源として区債を発行 2,589百万円

90百万円◇ 総務債

［充当事業］

◇ 地域振興債

［充当事業］

◇ 福祉債

［充当事業］

◇ 子ども家庭債

［充当事業］

◇ 健康債

［充当事業］

◇ 土木債

［充当事業］

◇ 教育債

［充当事業］

第一分庁舎設備整備

657百万円

地域センター設備整備・計画修繕、新宿コズミックスポーツセンター設備整備、

新宿NPO協働推進センター設備整備

276百万円

新宿生活実習所の建設、旧高齢者いこいの家擁壁改修工事、

障害者福祉センター設備整備

152百万円

弁天町保育園の建設

235百万円

牛込保健センターの建設

244百万円

道路の改良、道路のバリアフリー化

935百万円

四谷小学校校舎の増築、小学校一般修繕、中学校一般修繕・計画修繕、

図書館設備整備
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I行政評価の反映

0 行政評価による施策の拡充・見直し・再構築を進め、予算に的確
に反映させ、区が取り組むべき課題に財源を重点的に振り向け、よ
り実効性の高い施策を構築するための取組を進めていきます。

〇 令和5年度予算編成では、 4年度中に実施された、内部評価結果
（計画事業95事業及び経常事業91事業）及び外部評価結果（計画事

業15事業及び経常事業91事業）について、評価結果の反映ときめ細
かい経費精査に取り組みました。

主な見直し内容及び影響額

◇ 区立障害者福祉施設の機能の充実
障害者福祉センター（設備整備） 122,492千円 (58頁）
【課題】

特別支援学校卒業生の生活介護事業の希望者は増加傾向にあり、障害者が住み慣れた地域
で暮らし続けられる環境整備のため、より 一層の生活介護事業の定員拡充が必要です。ま
た、障害者福祉センターの多機能型事業所では、利用者の高齢化や障害の重度化が進み、よ
り使いやすい環境整備を図る必要があります。

【見直し内容】

障害の重度化・ 高齢化への対応及び特別支援学校卒業生の進路先確保のため、区立障害者
福祉センターの改修を行い、令和6年度から多機能型事業所の定員を変更することで、生活
介護事業の定員拡充を行います。

◇放課後の子どもの居場所の充実

地域子ども・子育て支援事業（学童クラブ）
【課題】

99,326千円 (63頁）

保護者が就労している児童が増加傾向にあり、学童クラブの定員を超えて受け入れている
状況が続いています。また、小学校の35人学級化等により放課後子どもひろば事業実施場所
も限られています。このような中で、多様化する家庭環境や子どもの成長段階などそれぞれ
のニーズに合った放課後の居場所が選択できるよう、環境整備を図る必要があります。ま
た、 質の維持向上を図り、利用者満足度の維持に努める必要があります。

【見直し内容】

定員を超えて児童を受け入れている状況が継続している四谷第六小学校内学童クラプ及び
北山伏学童クラプについて、定員拡充に向けた整備を行います。さらに、入退室管理システ
ムを導入し、 ICTを活用することによる保護者への安全• 安心なサービスを提供していきま
す。

◇ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実
母子保健事業等（出産・子育て応援事業） 44,043 千円 (67頁）
【課題】

新型コロナウイルス感染症の蔓延が長期化しており、育児不安を感じる産婦と子の孤立化
が課題です。そのため、専門家に育児相談できる機会や産婦の休養の提供を図ることで、母
子の孤立を防ぐ対策が必要です。

【見直し内容］

現在行っているショートステイ型に加え、アウトリーチ型及びデイサービス型を令和5年4
月から実施します。
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◇町会・自治会活性化への支援
【課題】

24,344 千円 (86頁）

町会・ 自治会活動への幅広い人々の参加促進や、デジタル化への対応、住民の8割を占め
るマンション居住者との関係づくり等、町会・自治会が直面する課題解決に向け、各町会・
自治会の状況やニーズに即した効果的な支援策を行っていく必要があります。
また、地域や区とタワーマンションとの接点を作り、マンション内コミュニティづくり

や、町会への加入、地域との連携を促すための顔の見える関係づくりが重要です。

【見直し内容】

町会・自治会の運営上の課題を解決するための支援事業について、各団体の実情やニーズ
に合わせて活用できるよう見直しを図ります。また、各種啓発用印刷物の種類・内容を見直
し、用途別に魅力的で分かりやすい啓発パンフレットを作成します。
また、タワーマンション内コミュニティづくりや近隣の町会・自治会等との交流、連携を

推進するため、タワーマンション向けの情報発信ツールを用い、継続的に情報発信できる仕
組みを作ります。

◇擁壁•がけの安全化の総合的な支援
擁壁及びがけ改修等支援事業
【課題】

10,627 千円 (92頁）

区内に55か所ある土砂災害警戒区域内の擁壁及びがけについては、その高さと傾斜から、
擁壁改修工事が大規模となるため施工が困難な場合もあり、また、費用面や権利者の合意形
成などの課題により、改修に至らないケースがあります。また、所有者に対して、令和3年
度から順次、区が電話連絡・訪問等で個別に支援制度の案内を行っているものの、派遣実績
は低い状況です。そのため、安全化に向けたより効果的な対策（補強工事等）やアドバイ
ザー派遣につながる啓発方法について検討する必要があります。

【見直し内容】

土砂災害特別警戒区域内の擁壁及びがけに対する安全化対策として、これまでの「改修工
事費」に加え、 「補強工事費」を助成対象に追加します。また、土砂災害アドバイザー派遣
につながるよう専門技術者による支援体制を強化します。

◇木造住宅密集地域の整備促進（若菓•須賀町地区）
木造住宅密集地区整備促進事業 96,570 千円 (92頁）
【課題】

若葉・須賀町地区は、地域危険度の高い地域であるため、地区計画等を活用し、道路等の
基盤整備を促進するとともに、適切なオープンスペースの確保などまちの不燃化を進めてい
く必要があります。

【見直し内容】

道路用地買収について、令和5年度に道路用地の購入を行うための公有財産購入費を計上
します。また、新たに道路用地買収の案件があるため、不動産鑑定委託経費を計上するとと
もに道路用地取得に向けた物件調査及び道路測量 •分筆経費を計上します。
地区計画等の変更について、 「まちの将来像」の策定等が令和5年度になることが見込ま

れることから、策定等のための委託費を計上します。

◇魅力ある観光情報の発信

新宿観光振興協会事業助成等 9,968 千円 (138頁）
【課題】

国の水際対策や観光需要喚起策の動向を注視するとともに、今後の旅行者数の回復を見据
え、国際観光都市としてのブランドカ向上に取り組み、新宿の多様な魅力を国内外に広く発
信していく必要があります。

【見直し内容】

インバウンドの回復に向け、インバウンドメディア (webサイト、 SNS、フリーマガ
ジン）を活用した海外へのプロモーションの充実を図ります。
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I事務事業の見直し

〇 原則として、 2年間連続して、執行率が 95%未満、不用
額 200万円以上の事業について、執行率に応じて削減率を
設定し、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した上で、
経費の削減を行いました。

0 社会経済f青勢の動向を的確に見極めながら、行政評価や直
近の状況分析に基づき事務事業を見直すとともに、費用対効
果を見極め、事業の統合・再編・廃止について検討したうえ
で、予算に反映しました。

〇 財源の的確な捕そくにより、一層の歳入確保を図りました。

事務事業の見直しなどによる効果（一般財源ベース）

1 . 歳出予算額の削減

(1)決算不用額等精査 △ 283百万円

(2)実行計画による事務事業の見直し △ 44百万円

定員適正化計画に基づく人件費削減 △ 44 

(3)事業の統合・再構築等 220百万円

(4)その他事業見直し等 26百万円

用務委託（小・中学校） 39 

その他 △ 13 

2. 歳入予算額の確保

区有財産の有効活用による歳入確保 △ 1, 917百万円

淀橋第二小学校跡地土地信託配当収入 △ 817 

土地建物貸付収入 △ 960 

寄附金収入 △ 140 

3. 合 計 (1 + 2) △ 1,998百万円
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事務事業の見直し内訳 単位：千円

事 務 事 業 名 削減等の額 説 明

総合政策那

決算不用額等精査 △ 4,653 

総務那

決算不用額等精査 △ 10,138 

区研修及び自己啓発支援 △ 1,085 事業見直し

危概管理担当那

決算不用額等精査 △ 5,750 

池域振契部'

決算不用額等精査 △ 2,420 

文化親光産業那

決算不用額等精査 △ 4,921 

中小企業活性化支援（ビジネスアシスト新宿） △ 38,392 

中小企業活性化支援（中小企業展示会等出店支援） △ 10,200 
事業統合・再構築

おもてなし店舗支援 △ 146,107 

中小企業活性化支援（経営力強化支援事業） 976,675 

店舗等家賃減額助成 △ 561,827 事業廃止

新宿区商店会連合会への事業助成 △ 10,000 事業見直し

福批那

決算不用額等精査 △ 41,112 

障害者地域生活支援事業（意思疎通支援） △ 1,086 事業見直し

子ども家庭那

決算不用額等精査 △ 98,287 

鐙康那

決算不用額等精査 △ 32,808 

環境清撮那

決算不用額等精査 △ 13,257 

みどり土木那

決算不用額等精査 △ 15,243 

都’市計画部

決算不用額等精査 △ 7,017 

教育委貝全事務局

決算不用額等精査 △ 47,575 

小学校用務委託 26,648 退職不補充に伴う用務委託の増 2校

中学校用務委託 11,877 退職不補充に伴う用務委託の増 1校

その他（共通）

土地建物貸付収入 △ 960,033 区有財産の有効活用

士地信託（配当金）収入 △ 817,000 

一般寄附金 △ 140,000 ふるさと納税寄附金

職員定員管理の適正化 △ 44,190 常勤職△6人

合 計 △ 1,997,901 
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5. 好感度1番の区役所 10事業 120,653千円

I行政サービスの向上等
10事業 120,653千円

◇ オープンデータの活用推進 1,650 千円 (153頁）

◇多様な決済手段を活用した電子納付の推進

多様な決済手段を活用した電子納付の推進（総務費）
3,819 千円 (153頁）

交通系電子マネー決済税証明手数料

コード決済 特別区民税•都民税、軽自動車税 （種別割）

多様な決済手段を活用した電子納付の推進（地域振興費）
2,680 千円 (153頁）

交通系電子マネー決済 戸籍手数料、印鑑手数料、住民基本台帳手数料等

特別出張所の管理運営
11,635 千円 (153頁）

交通系電子マネー決済 戸籍手数料、印鑑手数料、住民基本台帳手数料、

税証明手数料等

多様な決済手段を活用した電子納付の推進（介護保険特別会計）

278 千円 (154頁）

コード決済 介護保険料

多様な決済手段を活用した電子納付の推進（国民健康保険特別会計）
1,929 千円 (154頁）

コード決済 国民健康保険料

◇行政手続のオンライン化等の推進

社会保障 ・税番号制度のシステム運用等 6,950 千円 (154頁）

◇ 区有施設等への無料公衆無線LANの導入 【拡】 54,293 千円 (155頁）

◇人材育成（区研修及び自 己啓発支援） 【拡】 20,000 千円 (156頁）

◇新宿自治創造研究所の運営 17,419 千円 (156頁）
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物価高騰への対応 3,555,769千円

(3, 551, 246千円）

（）は一般会計の予算額

原油価格や物価の高騰がおさまらず、区民生活や区内事業者の経営は厳し
い状況にある中、社会経済情勢に応じて地域経済活性化への支援や物価高騰
対策を実施します。

O子育て支援施設への支援 99,929千円

事業名等 予算額 参照頁

1 
保育所等緊急助成

食材料費及び光熱費の高騰に対する支援
91,168千円 69頁

2 
地域子ども・子育て支援事業（学童クフブ） ※ 

食材料費高騰に伴い、おやつ代を支援
5,911千円 63頁

3 
放課後子どもひろば

食材料費高騰に伴い、おやつ代を支援
2,850千円 62頁

※63頁の金額から内部管理経費の増額分を除いた金額を記載しています。

0小• 中学校等への支援 93,960千円

事業名等 予算額 参照頁

1 
小学校学校給食費（運営費）

食材料費高騰に対する学校給食への支援
60,094千円 78頁

2 
中学校学校給食費（運営費）

食材料費高騰に対する学校給食への支援
21,235千円 78頁

3 
新宿養護学校管理運営費

食材料費高騰に対する学校給食への支援
266千円 78頁

4 
私立幼稚園緊急助成

食材料費、光熱費及び燃料費の高騰に対する支援
12,365千円 79頁

0高齢者・ 障害者、社会福祉施設等の H常生活への支援 520,674千円

事業名等 予算額 参照頁

社会福祉施設等緊急助成
318,852千円 55頁1 

食材料費、光熱費及び燃料費の高騰に対する支援

生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）
174,900千円 82頁2 

家賃相当額を給付
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事業名等 予算額 参照頁

心身障害者への助成（タク シー利用料）
22,666千円 60頁3 

タクシー運賃の値上げに伴い、利用券の基準額を引上げ

心身障害者への助成（自動車燃料費）
684千円 60頁4 

燃料費高騰に伴い、助成額を引上げ

在宅重度心身障害者への助成（寝具乾燥消毒サービス）
125千円 61頁5 

燃料費高騰に伴う支援の実施とともに、利用者負担額を据置き

高齢者福祉活動事業助成等
612千円 56頁6 

食事サービス事業における助成額を引上げ

一人暮し高齢者等への助成（寝具乾燥消毒サービス）
2,835千円 57頁7 

燃料費高騰に伴う支援の実施とともに、利用者負担額を据置き

0中小企業者・地域経済活性化への支援 2,267,182千円

事業名等 予算額 参照頁

公衆浴場への助成（運営費助成）
9,120千円 48頁1 

燃料費高騰に伴い、助成額を引上げ

2 
融資資金の利子補給等（商工業緊急資金利子補給）

694,348千円 131頁
物価高騰の影響を受ける区内中小企業者の資金繰りを支援

融資資金の利子補給等（貸付信用保証料補助）
419,328千円3 

物価高騰の影響を受ける区内中小企業者の資金繰りを支援

地域商業活性化推進事業
1,144,386千円 133頁4 

プレミアム付商品券事業の実施により、地域経済の活性化を推進

O指定管理者・外郭団体への支援 106,067千円

事業名等 予算額 参照頁

1 
区民健康村（管理運営費）

光熱費等の高騰に伴い、指定管理料を増額
14,043千円

2 
新宿スポーツセンタ （管理運営費）

光熱費の高騰に伴い、指定管理料を増額
28,654千円

3 
新宿コズミ ックスポーツセンター（管理運営費）

光熱費の高騰に伴い、指定管理料を増額
11, 553千円

4 
区外学習施設の管理運営

光熱費等の高騰に伴い、指定管理料を増額
9,914千円 79頁

5 
その他

光熱費等の高騰に伴い、指定管理料等を増額
41,903千円
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0内部管理経費（施設の管理運営、燃料費等）

事業名等

1 
一般管理費（庁舎管理費）

光熱費を増額

2 
地域センター (10所）

光熱費等を増額

3 
保育所、子ども園

光熱費等を増額

4 
子ども総合センター、子ども家庭支援センター（管理運営費）

光熱費を増額

5 
児童館 （管理運営費）

光熱費を増額

6 
街路灯及び道路橋りょう 灯の維持管理費 （電灯料）

電気料を増額

7 
小学校普通学級の管理運営（光熱水費）

光熱費を増額

8 
中学校普通学級の管理運営（光熱水費）

光熱費を増額

その他， 
その他区有施設の光熱費等を増額

0その他の物価高騰

事業名等

1 
収集車両の雇上げ

燃料費高騰等に伴い、収集車両の雇上げに係る経費を増額

2 
資源回収の推進

燃料費高騰等に伴い、 資源回収に係る経費を増額

3 
民有灯及び商店街灯の維持助成

電気料高騰に伴い、 助成額を引上げ

4 
その他

収集作業の運営、中継車両の雇上げに係る経費等の増額

386,426千円

(381,903千円）

予算額 参照頁

33,298千円

41,075千円

29,045千円

18,909千円 63頁

13,944千円

34,005千円

92,353千円

42,265千円

81,532千円

(77,009千円）

（）は一般会計の予算額

81,531千円

予算額 参照頁

29,030千円

30,020千円 127頁

14,316千円 107頁

8,165千円
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m社会保障・税一体改革への対応等

〈地方消費税交付金の引上げ〉

平成26年度より地方消費税率は1.0%から1.7%に引き上げられ、令和元年10月からは2.2%に引き
上げられました。 （国の消費税7.8%と合わせると消費税全体では10%)

消費税の引上げ分 (1.2%分）は、社会保障（社会福祉、社会保険等）に要する経費に充てる ご
ととされています。令和5年度は、引上相当額を52億円程度と見込んでいます。
法の趣旨に基づき、引上げ分の地方消費税交付金を障害者 ・ 高齢者等への支援や子ども • 子育

て支援給付、国民健康保険等の低所得者の保険料軽減制度へ充当するなど、社会保障の充実に活
用してまいります。

0地方消費税交付金引上げ分にかかる主な使途

（令和5年度3月補正を反映）

区分 主な対象事業名

生活保護扶助
保護費

事業

児童福祉事業 保育所への保育委託等、児童手当

社 母子福祉事業 ひと り親家庭福祉

会
高齢者福祉事 老人福祉施設への入所等措置、特別養福

祉 業 護老人ホーム運営助成等

障害者福祉事 障害者への自立支援給付等、心身障害
業 者福祉手当、障害児支援給付

そ の 他

小 計

国民健康保険
国民健康保険特別会計繰出金

事業

社
介護保険事業 介護保険特別会計繰出金

会
保 後期高齢者医
険 療事業

後期高齢者医療特別会計繰出金

小 計

医療施策事業 子ども医療費助成、妊婦健康診査等

保
予防対策事業 予防接種、結核患者家族 ・接触者検診

健
衛 健康増進対策
生 事業

生活習慣病予防事業等

小 計

合 計

単位：百万円

財源内訳

予算額 うち地方
特定財源 一般財源 消費税交

付金引上
げ分

22,252 17,991 4,261 498 

25,256 10,934 14,322 1,675 

19 18 1 

゜3,172 516 2,656 311 

11, 955 6,609 5,346 625 

1,849 485 1,364 159 

64,503 36,553 27,950 3,268 

5,252 1,700 3,552 415 

4,176 265 3,911 458 

3, 311 403 2,908 340 

12,739 2,368 10,371 1,213 

2,718 569 2,149 251 

5,748 3,032 2,716 318 

1,683 264 1,419 166 

10, 149 3,865 6,284 735 

87,391 42,786 44,605 5,216 
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低所得者等の保険料軽減措置
保険料軽減措置に伴 う一般会計からの繰出金

事業費 国庫支出金

国民健康保険料の
2,267,357 417,122 

軽減（＊）

介護保険料の軽減 353,045 176,523 

後期嵩齢者医療保
536,852 

゜険料の軽減

（＊）令和5年度3月補正を反映したものです。

＊国民健康保険料軽減措置

（令和5年度3月補正を反映）

都支出金 その他

1,283,396 

88,261 

402,639 

計

令和 5年度 均等割保険料軽減基準

単位：千円

一般財源

うち地方消費
税交付金引上

げ分

゜
566,839 66,284 

゜
88,261 10,321 

゜
134,213 15,694 

789,313 92,299 

7割 世帯の総所得金額等の合計が43万円＋ （年金または給与所得者の合計数ー 1)X 10万円

軽減 以下

5割 世帯の総所得金額等の合計が43万円＋ （年金または給与所得者の合計数ー 1)X 10万円＋

軽減 {29万円 (4年度は28.5万円） X (被保険者数十特定同一世帯所属者）｝ 以下

2割 世帯の総所得金額等の合計が43万円＋ （年金または給与所得者の合計数ー 1)X 10万円＋

軽減 {53. 5万円(4年度は52万円） X (被保険者数十特定同一世帯所属者）｝ 以下

＊特定同一世帯所属者
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も世帯主及び世帯構成に変更がない方

＊子どもに係る国民健康保険料の均等割額の減額措置
全世帯の未就学児に係る均等割保険料について、その5割を軽減
例・・・7割軽減対象の未就学児の場合、残り 3割の半分を減額

＊介護保険料軽減措置

階層区分

生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、世帯全員住民

第1段階
税非課税で本人が老齢福祉年金受給者、または世帯全員住民税非
課税で被保険者の年金収入と年金に係る雑所得を除いた合計所得金
額の合計が80万円以下

第2段階
世帯全員住民税非課税で被保険者の年金収入と年金に係る雑所得
を除いた合計所得金額の合計が120万円以下

第3段階
世帯全員住民税非課税で被保険者の年金収入と年金に係る雑所得
を除いた合計所得金額の合計が120万円超

軽減内容

負担割合 0.25
月額保険料 1,600円

負担割合 0.35
月額保険料 2,240円

負担割合 0.65
月額保険料 4,160円
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＊後期高齢者医療保険料 軽減措置

令和 5年度 均等割保険料軽減基準

7割 世帯の総所得金額等の合計が43万円＋ （年金または給与所得者の合計数ー1) X 10万円

軽減 以下

5割 世帯の総所得金額等の合計が43万円＋ （年金または給与所得者の合計数ー1)X 10万円

軽減 +29万円 X (被保険者数） 以下

2割 世帯の総所得金額等の合計が43万円＋（年金または給与所得者の合計数ー1)X 10万円

軽減 +53. 5万円 X (被保険者数） 以下

介護サービス基盤整備・介護給付費への繰出金
単位：千円

一般財源

事業費 国庫支出金 都支出金
その他

うち地方消費（繰入金等）
税交付金引上

げ分

高齢者総合相談セン
29,050 

゜
18,258 686 10,106 1,182 

介 ターの機能の充実

護 小規模多機能型居宅介
基 護施設 12,787 

゜
11,090 

゜
1,697 198 

盤
整 認知症商齢者グループ

21,723 

゜
20,448 

゜
1,275 149 

備
ホーム

等 地域密普型サービス

゜
622 73 整備事業者の選定 622 

゜ ゜
繰 介護給付費繰出金 3,147,983 

゜ ゜ ゜
3,147,983 368, 114 

出
金 地域支援事業費繰出金 233,943 

゜ ゜ ゜
233,943 27,356 

計 3,395,626 397,072 
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子ども・子育て支援新制度への対応

子ども・子育て支援給付等

事 業 名 等 事業費 国庫支出金

子どものための現金給付

児童手当 2,566,000 1,792,925 

子どものための教育・保育給付

施 私立保育所への保育
8,464,920 2,185,186 号認n 委託等

型 施設型給付等（私立
1,777,540 539, 510 給 認定こども園等）

付 施設型給付 （私立幼
183,789 68,234 等 稚園）

地
小規模保育事業等 214,926 59,392 

域
型

家庭的保育事業 10,648 4,987 
保
六目

居宅訪問型保育事業 90,317 46,529 給
付

事業所内保育事業 138,150 66,463 等

子 育て のた めの施設等利用給付

認可外保育施設 95,751 46,210 

一時保育事業等 1,797 897 

預かり保育等（区立
252 125 幼稚圏）

私立幼稚園等 318, 141 160,315 

預かり 保育等 （私立
12,474 6,237 

幼稚圏等）

地域子ども・ 子育 て 支 援 事 業

延長保育事業 900,551 63,258 

一時保育事業 191,428 17,875 

定期保育事業 61,807 2,816 

病児・ 病後児保育事
97,156 23,228 

業

学童クラブ 1,554,620 91,557 

ひろば型一時保育事
6,146 1,080 

業
ファミリーサポート

28,831 7,453 
事業
子どもショ ー トスプ

20,145 1,366 
イ
地域子育て支援セン

19,179 7,162 ターの運営
北山伏子育て支援協

11,720 4,399 
働事業
家庭訪問型子育てボ

4,246 2,830 
ランティア推進事業
妊婦健康診査等

244,472 1,250 （健康費）
すくすく赤ちゃん訪

22,952 6,314 問事業（緯庫香）

※令和5年度3月補正を反映

単位 ：千円

一般財源

都支 出金 その他 うち地方消費税
交付金引上げ分

386,531 

゜
386,544 45,201 

1,644,458 508,199 4,127,077 482,607 

381,628 18,997 837,405 97,923 

57,776 

゜
57, 779 6,756 

21,698 7,993 125,843 14,716 

1,794 

゜
3,867 452 

27,382 

゜
16,406 1,918 

25,682 

゜
46,005 5,380 

26,436 

゜
23,105 2,702 

449 

゜
451 53 

63 

゜
64 7 

78,912 

゜
78,914 9,228 

3,118 

゜
3, 119 365 

63,258 

゜
774,035 90,513 

17,875 

゜
155,678 18,204 

5,672 

゜
53,319 6,235 

24,416 1,071 48,441 5,665 

151,811 159,377 1,151,875 134,696 

1,080 

゜
3,986 466 

7,453 

゜
13,925 1,628 

9,480 

゜
9,299 1,087 

6,007 

゜
6,010 703 

3,357 

゜
3,964 464 

707 

゜
709 83 

125 

゜
243,097 28,427 

6,688 

゜
9,950 1,164 

計 8,180,867 956,643 
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保育サービス基盤整備 単位 ：千円

その他
般財源

事業名 等 事業費 国庫支出金 都支出金
（繰入金等） うち地方消費税

交付金引上げ分

私立保育所整備事業者の
620 

゜ ゜ ゜
620 73 選定

計 620 73 

障害者福祉サービス利用者の負担軽減 66,982 千円

◇障害福祉サービス等の利用者負担額軽減 46,469 千円

障害福祉サービス、補装具費及び地域生活支援事業の一部並びに、障害児通所支援の利用者負担につ
いては、定率負担を10%から3%に減額し、福祉ホームや地域活動支援センターについては、 利用料を
無料とする軽減策を、第2期新宿区障害児福祉計画 ・第6期新宿区障害福祉計画の期間（令和3年度～令
和5年度）も継続します。

◇区立障害者通所施設で提供する給食の食費負担軽減 16,911 千円

区立の障害者（児）通所施設における給食費の利用者負担軽減策を、第2期新宿区障害児福祉計画 ・
第6期新宿区障害福祉計画の期間（令和3年度～令和5年度）も継続します。

・障害者福祉センター等 条例本則の給食費 ー食650円→370円
• 子ども総合センタ一 条例本則の給食費ー食550円→270円

◇ 区立スポーツ施設における利用料金の免除 3,602 千円

障害者が自らスポーツに親しむ機会を増やすとともにパラスポーツの振興につなげていくため、 区立
のスポーツ施設における障害者の利用料金を免除します。

新宿スポーツセンター、新宿コズミ ックスポーツセンター、大久保スポーツプラザ
四谷スポーツスクエア、 西戸山公園野球場、落合中央公園野球場・庭球場
甘泉園公園庭球場、西落合公園庭球場、江戸川河川敷グラウンド
新宿ここ・から広場多目的運動広場、元気館、新宿中央公園 （フッ トサル施設）
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地方税財源の確保に向けて 〔不合理な税制改正等に対する特別区の主張 （令和4年度版）］

「地方創生の推進」と「税源偏在是正」 の名のも と、法人住民税の一部国税化や地方消費税の清算基準

の見直し、ふるさと納税等の不合理な税制改正により、特別区の貴重な税源は一方的に奪われていま

す。

こうした不合理な税制改正による特別区全体の影響額は、 累計で1兆円を超え、令和 4年度だけでも

2,600億円を上回り、特別区における人口50万人程度の財政規模に相当する衝撃的な額です。

地方税を国税化して再配分する手法は、応益負担や負担分任という 地方税の本旨を無視したもので

す。本来、地方財源の不足や地域間の税収等の格差については、国の責任において地方交付税財源の法

定率を引き上げ、調整するべきです。

特別区は、持続的な都市の発展のために取 り組むべき喫緊の課題や将来的な課題が山積しています。

こうした中、新型コロナウイルス感染症対策では、全国で最も多くの感染者を抱えており 、感染拡大防

止対策や中小企業 ・医療機関への支援策、生活保護費等の特別区の負担は継続しています。加えて、ウ

クライナ情勢等に伴う世界的な物流の混乱や為替変動による物価高騰の影響も重な り、特別区の財政は

極めて深刻な状況です。

地方交付税の不交付団体である特別区は、景気変動の影響を受けやすい歳入構造であるため、 景気後

退による区税等の減収や物価高騰対策等の財政支出に対しては、積み立てた財政調整基金を取 り崩さな

ければなりません。それにも関わらず、備えと しての基金残高や税収の多寡とい う側面にのみ焦点を当

てて、あたかも財源に余裕があるとする議論は容認できません。

今必要なことは、全国各地域が自らの責任で真に必要な住民サービスを提供するとともに、 自治体間

の積極的な交流や協働によって共存共栄する良好な姿を作ることであり 、税源の奪い合いによ り自治体

間に不要な対立を生むような制度は認められません。

今こそ、国の責任において各地域を支える地方税財源の充実強化を図り、日本全体の持続可能な発展

を目指すべきです。
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w 基本政策事業予算額等

基本政策 計画（＊）

事業数
35 

(6) 

I 暮らしやすさ1番の新宿 予 算 額
5,421,584 

(105,191) 

特定財源
1,039,220 

(82,926) 

事業数 19 

II 
新宿の高度防災都市化と安全安心の

予算額 3,435,940 
強化

特定財源 1,663,345 

事 業数 45 

III 賑わい都市・新宿の創造 予 算 額 3,626,270 

特定財源 901,194 

事業数
27 

(0) 

N 健全な区財政の確立 予 算 額
3,018,651 

(0) 

特定財源
1,735,308 

(0) 

事業数
6 

(2) 

V 好感度1番の区役所 予算額
27,291 

(2,207) 

特定財源 ゜(0) 
事 業数

132 

(8) 

合 計 予算額
15,529,736 

(107,398) 

特定財源
5,339,067 

(82,926) 

（注） 事業数・金額は重複しています。（計画事業・新規、拡充事業）

（ ）は特別会計に計上されている事業数及び予算額を再掲しています。
特定財源には一般会計からの繰入金は含まれていません。

(*)事業数は予算計上された実行計画事業数です。

単位：千円

新規 拡充

17 55 

(2) (3) 

1,396,018 14,350,969 

(10,007) (40,160) 

316,342 5,507,248 

(0) (23,478) 

4 17 

709,161 2,061,893 

357,600 587,498 

7 41 

1,100,992 5,481,427 

゜
1,030,945 

4 28 

(0) (1) 

92,138 3,219,991 

(0) (11,787) 

゜
1,682,644 

(0) (0) 

゜
2 

(0) (0) 

゜
74,293 

(0) (0) 

゜ ゜(0) (0) 

32 143 

(2) (4) 

3,298,309 25,188,573 

(10,007) (51,947) 

673,942 8,808,335 

(0) (23,478) 
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V 主要施策事業

1 暮らしやすさ 1番の新宿

＊物価高騰への対応 (32頁,---...,34頁）に要する経費を
〔物価高騰対応経費］として記載

(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組の充実

気軽に借廣づくりに取り組
める環境整儲

「新宿区健康づくり行動計画（第5

健康づくり行動計画（がん！ 期）」の策定
対策・食育推進計画）の策

定 I 8, 7051 6681拡充 I・計画期間 令和6年度から令和11年度
・計画策定委託〈新規〉 8,019千円

［健康部］
• 健康づくり行動計画推進協議会の開催

686千円
，スケジュール

10月 素案作成
10月-11月 パブリック・コメント実施

地域説明会開催
3月 計画策定

部支出盆

健康費健康推進費健康推進総務費

「新宿区第二次国民健康保険データへ
ルス計画」及び 「第四期新宿区特定健

データヘルス計画等の策定 i I 康診査等実施計画」の策定

（国民健康保険特別会計） I 8,852 0 新規
・ 計画期間 令和6年度から令和11年度

［健康部］ ・ 計画策定委託 7,810千円
・事務費 1,042千円

・スケジュール
11月 素案作成
12月 新宿区国民健康保険運営協議会報告

国民健康保険特別会計
3月 計画策定

保健事業費保健事業袈保健衛生普
及費

地域健康づくりの推進（健康ポイント
事業）

気軽に健康づくりに取り組
多くの区民が健康づくりに参加する環

める環境整備
［計画］ 20,781 3,500 拡充

境を整備

［健康部］
• しんじゅく健康ポイント 20,564千円

ウォーキングポイントの付与
新規参加者数 1. 500人→3,300人

〈拡充〉

• 健康アクションポイント 217千円

（しんじゅく健康スタンプラリー）

那支出盆I
健康づくり活動への参加などに対して
ポイント付与 900人

I 
健康費健康推進費健康推進事業費
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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組の充実

気軽に健康づくりに取り組
める環境整備
〖計画］

［健康部］

健康費健康推進費健康推進事業費

地域健康づくりの推進
（健康的な食生活の唯進）

［健康部］

健康費健康推進費 健康推進事業費

8,671 3, 0001拡充

邪支出命

2,144 416 

都支出舎

単位：千円

地域健康づく りの推進（ウォーキング
の推進）

健康寿命の延伸を図るため、身近な運
動であるウォーキングに取 り組みやす
い環境を整備

はウォーキング教室の開催 169千円
年8回

• ウォーキングマスター養成講座 447千円

“区民公開講座 73千円

・ウォーキングイベントの開催〈新規・再開〉
年1回規模500人 6,860千円

• ウォーキングマップの作成 1, 122千円
10,000音B
12コース→13コース〈拡充〉

※「温故知しん！じゅく散歩」と
連携し 1コース追加

1日に必要な野菜摂取量の認知度を向
上させ、健康な食生活をサポー ト

• 野菜料理が学べる調理講座の開催
年7回 397干円

• 普及啓発ツール （ポスター等）の作成
150千円

・レシピ集の作成 4,500部 463千円

• 野菜が多く摂れるメニューを提供する
場を増やす取組 634千円
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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組の充実

高齢JIJJの継廣づくりと介護
予肪？置フレイル予防の接進

高齢期の健康づくりと介護
予防 。フレイル予防事業
（介護保険特別会計）
〖計画］

［福祉部］

介護保険特別会計
地域支援事業費 地域支援事業費 一
般介護予防事業費

高齢期の健康づくりと介護
予防・ フレイル予防事業
（介護保険特別会計）
［計画］

「福祉部］

介護保険特別会計
地域支援事業費地域支援事業費一
般介護予防事業費

24,570 

1, 113 

21, 171 

介護保険料
4,168 

国庫支俎舎
7,298 

支松基釜交
付釜

6,634 
都支詔釜

3,071 

959 

バ甕俣険臀
188 

国庫支出釜
331 

支払基釜交
付金
301 

都’支俎釜
139 

単位：千円

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関する知職や技術の普及啓
発を図るとともに、継続した介護予防
活動の取組を支援

コ新宿区オリジナル筋カ トレーニング
「しんじゅく 100トレ」の地域展開の推進

4,105千円

• 新宿いきいき体操

・介護予防のための体力測定

5,752千円

2,360千円

，高齢期の健康づくり n 介護予防出前講座
6,089千円

• 新宿ごっくん体操 889千円

• 住民等提案型事業助成 1,200千円
l団体300千円を限度に介護予防活動を
実施する団体に助成 4団体

• 講演会 350千円
高齢期の健康づくりと介護予防について
の一般区民向け誼演会の開催

• 普及啓発経費 1, 656千円

地域リノ..・ビリテ ·- — ョン活動支投事業

介謹予防の取組を総合的に支援するた
め、 リハビリテーション専門職（理学
療法士等）を派遣

・集団支援

（高齢期の健康づくり・介護予防出前講座と
して実施）
高齢者グループの活動場所で日常生活上の
動作等の提案囀ア ドバイスを実施

• 個別支援

対象者の自宅で身体状況や居住環境に対応
した適切なリハビリテーション等の提案 ・
アドバイスを実施
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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組の充実

単位：千円

高齢期の健康づくりと介護
予防・フレイル予防事業
［計画］

［健康部］

健康費健康推進費健康推進事業費

3,695 

゜

地域健康づくりの推進（健康づくりの
普及啓発）

ライフステージに応じた健康づく り
のためにコーディネーターを配置し、
高齢期の特性に応じた総合的なフレ
イル予防の取組を推進

コ健康づくり a 介護予防推進コーディネー
ターの配置 1人

高齢者の保健事業と介護予
防の一体的実施事業
（後期高齢者医療特別会

計）
［計画］

［健康部］

後期高齢者医療特別会計
後期高齢者支援車業費 後期高齢者
支援奉業喪 後期高齢者支援事業費

生活翌慣病の予防

生活習慣病治寮中断者への
受診勧奨
（国民健康保険特別会計）
〖計画］

［健康部］

国民健康保険特別会計
保健裏業費保健事業賛保健衛生普
及費

24, 661 I 21, 256 I拡充

8Q 
5
 ゜， 

ra 

猪殷入

゜

高齢者がフ レイル予防を実践できる よ
う健康診査 ・医療情報等に基づき、医
療専門職が総合的な支援を実施

モデル事業実施 （令和4年度）の結果を踏まえ
本格実施〈拡充〉
・フレイルハイリ スク者への訪問指導等
100件

・通いの場等での健康教育・相談
50グループ

・研修の開催 年1回
・検討会の開催 年1回

医療専門職チームの配置〈新規〉
管理栄養士 2人
保健師 1人
歯科衛生士 1人
リハビリテーション尊門職 1人

国民健康保険のレセプトデータを用い
て、生活習慣病治療患者の うち冶療キ
中断している被保険者を特定し、良霰
機関への受診勧奨を実施

• 生活習慣病3疾病 （糖尿病、高血圧症、
脂質異常症）の治療中断者への受診勧奨
260人

生活習慣病予防事業等
（糖尿病予防対策の推進）

［健康部］

健康費健康推進費健康推進事業費

2,576 

゜

糖尿病を発症しやすい生活習慣を埋解
し、健康的な生活を送る ことができる
よう 、イベン トや講演会を通して正し
い知識を普及啓発

・糖尿病予防啓発イベントや講演会の開催
4所 1, 687千円

・ 糖尿病予防に関する啓発チラシの作成
50,000部 889千円
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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組の充実

単位：千円

糖尿病性腎症等重症化予防
事業
（国民健康保険特別会計）

［健康部］

国民健康保険特別会計
保健事業費保健事業費保健衛生普

亙
女性の偉康支援

4,542 

゜

糖尿病で通院する患者のう ち重症化す
るリスクが高い者に対し、糖尿病性腎
症等の合併症の発症を予防するため、
医療機関と連携した保健指導を実施

・対象 国民健康保険被保険者で特定健診
受診者のうち、糖尿病性腎症の疑
いがある者 20人

ュ糖尿病性腎症等璽症化予防に係る保健
指導業務委託 4,341千円

女性の健康支援

［健康部］
20, 2001 11, 2581拡充

生涯を通じて健康で明る＜充実した
日々を過ごせるよう、 女性の健康づ
くりを推進

• 普及啓発 9,418千円
健康ハンドブックの作成 5,000部
女性の健康週間イベントの開催 1回

“健康相談、専門相談の実施 3,347千円
看護師コ歯科衛生士等による健康相談

45回
医師・晉誤師等による専門相談 24回
不妊治療支援〈新規〉

専門相談 6回、ピアサポート 3回

• 健康講座の開催等 8回

都支俎念
健腺賢建康推造費健康挽進亭業愛

5,843千円

・活動支援 1, 592千円
乳がん体験者の会 4回
女性の健康づくリサポーターの会
養成譲座の開催 ？（旦l

• 体恙 E 測定 2 情報：1--ナーの遼営

こころの廻廣づくり

精神保健福祉事業
（精神保健相談、精神保健
福祉連絡協議会の運営、働
く人のメンタルヘルス） 

保健センター
（精神保健祖談等）

［健康部］

健康費健康推進費①保健所予防費
②健康推進脆設費

22, 1081 1, 349 

匡庫支出釜
760 

都支出釜
589 

こころの健康についての啓発活動や、
関係機関等とのネットワークを強化
し、こころの病気やス トレスに対処
できる環境づく りを推進

・精神保健講演会の開催 年7回 384千円
・精神障害者の早期発見、早期治療のため
医師による相談を実施 83回 2,308千円

• 普及啓発リーフレットの配布 1,445千円
・精神保健福祉連絡協議会の開催 年2回

288千円
• 働 く人のメンタルヘルスネットワーク
連絡会の開催年2回 402千円
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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組の充実

単位：千円

晃紡児から始める歯と口の
題康づく り

歯科保健事業等 子どもの歯科保健を支える環境を整備
（乳幼児から始める歯とロ

の健康づく り） I 36,563 776 ・フッ化物歯面塗布事業 35,880千円
3歳-7歳（延6,491件、年2回）

［健康部］
璽デンタルサポーター研修会の開催

年2回 489千円
。健康教育の実施 194千円

保育園・幼稚園等の家族向けに

国庫支出釦 健康教育用リーフレットを作成
健康費健康推進費健康推進事業費

その他

誰も自殺に追い込まれることがないよ
う、地域連携の強化、職員の人材育成、

自殺総合対策 ' 
区民への普及啓発等を実施

11, 457 6,222 拡充 • 相談窓口自動案内及びインターネット

［健康部］ ゲートキーパー事業 8,686千円

YouTube広告の活用〈拡充〉
• 若者・女性支援検討部会の開催 〈新規〉

191千円
• 相談体制の強化〈新規〉 546千円

都支出釜
自殺対応の専門家による支援

・ゲートキーパー養成講座等 2,034千円
I 

健康費健康推進黄健康推進事業費

急患診療事業（小児夜間診 「しんじゅく夜間こども診療室」で

療）
33,760 3,715 拡充

小児初期救急診療を実施

［健康部］ • 実施場所
国立国際医療研究センター病院内

• 診療日時
月～金曜日 午後7時～午後10時

土曜日
→土・ 日曜日・祝日（年末年始含む）

〈拡充〉

都支出査
午後6時～午後10時

健康費健康推進費健康推淮事業費

保健センター （乳幼児健康
生後3、4か月児に対し健康診査を実施

診査）
するとともに、1歳6か月 児及び3歳児

42,187 917 拡充 に対し一般健康診査 ・歯科健康診査を

［健康部］
実施

. 3歳児健康診査の視覚検査において
国庫支出創 屈折検査を導入 〈新規〉 3,616千円

I 
健康費健康推進費健康推進施設費
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(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組の充実

歯科保健事業等（歯科健康
診査）

［健康部］

健康費健康推進費健康推進事業費

歯科健康診査
（国民健康保険特別会計）

［健康部］

国民健康保険特別会計
保健事業費保健事業費 保健衛生普

及費

公衆裕場への助成
（連営費助成）

［地域振興部J

地域振製贄地域振興費地域板輿総
務費

区民保養所等受付業務委託

［地域振興部］

地域振興費 地域振興施設費 地域振
興施設総務費

25,389 

3,752 

15,960 

40,507 

単位：千円

歯周疾患の早期発見及び口腔健康保持
増進のため、歯科健康診査を実施

3,041 I拡充 I・対象年齢の引下げ〈拡充〉

蔀支出釜

20歳以上の区民→16歳以上の区民
（国民健康保険被保険者を除く）

．訪問歯科健診の周知
在宅療養者を支援する寧業所へ
リーフレットを配布 2,000枚 〈新規〉

歯周疾患の早期発見及び口腔健康保持
増進のため、歯科健康診査を実施

OI拡充 1 ・対象年齢の引下げ〈拡充〉

O! 拡充

国民健康保険被保険者のうち、
20歳以上の区民→16歳以上の区民

公衆浴場の安定的な事業運営と ともに
区民の保健衛生・健康増進の推進のた
め、運営に要する経費の一部に加え、
物価高騰対策として、燃料費高騰に伴
う支援を実施

裏助成額 月額 30千円→月額 70千円
〈拡充〉

Hけ谷り易

（物価高騰対応経費 9. 120千円）

区民の利便性向上のため、区民保養施
設の施設利用受付にインターネ ット予
約を導入

拿インターネット予約の導入〈新規〉

OI拡充 I 対象
「区民抽選予約」、 「空き室予約（区民
優先• 一般）」のうち、 「空き室予約
（区民優先 ・一般） 」に導入予定

令和5年10月運用開始

・インターネット予約コールセンターの設置
〈新規〉

令和5年10月から令和5年12月まで
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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推進

高齢者総合招談センターの
綴熊の充実

高齢者総合相談センター事
業
（介謹保険特別会計） I 532,6881 385,661 

［福祉部］

介護保険特別会計
地域支援専業費 地域支援専業黄包
括的支援等事業黄

高齢者総合相談センターの
機能の充実

［福祉部］

福祉費高齢者福祉費麿齢者幅祉事
業費

介護俣険料
94,410 

圏庫支出笠
197, 7, 邸

莉虞出釜
93,485 

29,0501 18,944 

使柑税及び
手数粒

686 

都’ 出金
18,258 

, ______ i 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮
らし続けられるよう総合相談支援業務
を行うとともに、地域包括ケアシステ
ム実現のためのネットワークを強化

a 高齢者総合相談センター11所の運営
531,236千円

基幹型（区役所内） 1所
委託型 10所

。相談体制の充実
地域の委託型高齢者総合相談センター

副管理者の配置 10所

• 高齢者総合相談センター周知用
リーフレット等の作成 1, 452千円

・ネットワーク会讃等の開催・参加

〔物価高騰対応経費 4,523千円〕

I 
！ 高齢者総合祖餃センターの木目談体制を

整傭し、相談横能を充実

，相談体制の整備
基幹型高齢者総合相談センタ ー
（区役所）の人員体制 8人

地域の委託型高齢者総合相談センター
10所
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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推進

在宅医療ぴ護連榜ネット
ワークの描進

地域保健医療支援体制の推
進（在宅療養支援の推進）

［健康郎］

健康費 健康推進費 健康推進総務費

在宅医庶。介護連携推進事
業
（介護保険特別会計）

［福祉部］

介護保険特別会計
地域支援事業費地域支援事業費包
括的支援等事業費

23, 7611 10, 6971拡充

蔀支社雄含

17, 9211 14,232 

介護俣険斜
3,022 

国威支出釜
7, 760 

那支出傘
3,450 

単位：千円

病院、診療所、歯科診療所、薬局等の

医療ネットワークの構築により、ケア
マネジャー、介護サービス事業担当者
等を含めた多職種連携を推進

・ICTシステムを活用した在宅医療・介護運
携推進 3,341千円

患者の医療情報等を共有し、複数主治医
体制を図り 、切れ目のない在宅医療体制
を構築

• 在宅歯科医療0)惟進 4,017千円
連携会談 1回x2団体、研修会 1回
相談窓口の設置 2団体
在宅歯科相談員の配置 48回x2団体
コーディネーター （歯科医師）の配置

30回x2団体

• 薬剤師の在宅医療への参加促進 1,265千円
連携会議 2回、研修会 2回

。在宅医療 2 介證の人材育成 2,298千円
多職種遵携研修会等を実施 月1回など

＇，在宅医療相談窓口、がん寮笹相談窓口の
運営及び普及啓発 9,094千円

，在宅療餐シンポジウムの開倦 l回 220千円

a 在宅人工呼吸器使用者への支援 3,526千円
災害時個別支援計固作成
災客時用発電機等の給付〈新親〉

在宅医療。介護連携推進事業

，地域の委託型高齢者総合相談センターに
医療職1人配置 12, 108千円

• 在宅医療口介護資源リスト（マップ）に
よる情報発信 5,464千円

• 在宅医療と介護の交流会等の実施 349千円



51

1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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推進

地綱で支え合うし（みづく
りの捲進

多様な主体による支え合い
の推進
（介護保険特別会計）
［計画］

［福祉部］

介芯保［炭特別会計
地域支援事業費地域支援事業費包
括的支援諮事業投

地域で支え合うしくみづく
りの推進（一人暮し高齢者
への情奉峠紙の訪問配布） I 

［福祉部］

福祉費高齢者福祉費高齢者福祉事
業費

49,336 

17,372 

39,180 

分護俣険粒
8,323 

房威支俎蓋
21, J60, 

耶志伍f盆！
9, ダg;l'

8,686 

蔀支出釜

生活支援体制整備事業

新宿区社会福祉協議会及び高齢者総合
相談センター等と連携し、 地域支え合
いのしくみづくり を推進

・通いの場等運営支援
高齢者を地域で支える担い手等に対し、活
動の立ち上げから継続までの支援を実施

“地域団体の場の確保支援
民間寧業者などに空きスペースの提供を呼
びかけ、地域で活動を行う団体が、活動場
所を安定的に確保できるよう支援

閾生活支援体制整備協議会の運営

• 新宿区社会福祉協議会に生活支帳
コーディネーター2人を配置

・地域の委託型高齢者総合相談センターに
生活支援コーディネー•夕 ·- 1 人配置

" 「新宿区医療・介護こ通いの場情報
検索サイト」の運用

高齢者の孤独死防止を図るため、民生
委員や関係機関等と連携して高齢者の
見守りを実施

口情報紙「ぬく もり だより1の訪問配布
民生委員による訪問配布 a 実態調査年2回
委託法人による訪問配布年22回
毎月1日及び15日発行
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1 暮らしやすさ 1番の新宿

(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推進

単位：千円

18歳以上の区民が行う対象のボラ ン

ティア活動 (7活動） にポイントを

付与

• 上限額年間50ポイント5,000円

・対象活動 6活動→7活動
介護者家族会の運営活動

地域で支え合うしくみづく
認知症介護者家族会の運営活動
地域安心カ フェの運営活動

りの推進（介護支援ボラン 地域見守り協力員の活動
ティア・ポイント） 8,372 6,279 拡充 区内介護保険施設等での活動〈拡充〉

オンラインによる高齢者の話し相手など

［福祉部］ の活動を追加（令和6年1月から）
ちょこっと ・暮らしのサポート事業での
活動〈拡充〉
75歳以上を含む65歳以上のみ世帯
→ 65歳以上の高齢者（令和6年1月から）

チームオレンジでの活動〈新規〉
令和5年4月から

• 新宿区社会福祉協議会委託事業

※チームオレンジ…
認知症高齢者やその家族の支援．ニーズと
認知症サポーターを中心とした支援をつ

' 
なぐ仕組み

福祉費高齢者福祉費 高齢者福祉事 I 都支出釜
業費

地域で支え合うしくみづく 一人暮し等の高齢者に対して、 安否の
りの推進（地域見守り協力 確認と孤独感の解消を図るため、定期
員） 27,336 13,668 的に見守り・声かけ訪問を実施

［福祉部］ ・地域見守り協力員 （ボランティア）の訪問
月2回程度

I 

• 新宿区社会福祉協議会委託事業

福祉費高齢者福祉費高齢者福祉事 謡支出釜
業費

地域で支え合うしくみづく 一人暮し高齢者、認知症高齢者及びそ

りの推進（地域安心力 の介護者等が気軽に交流や相談できる

フェ） 627 313 地域安心カ フェの運営を支援

［福祉部］
・研修等を通じた地域安心カフェヘの
運営支援

・区内7所

福祉費 高齢者福祉費高齢者福祉事 都支出釜
業費
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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推進

単位：千円

地域で支え合うしくみづく
りの推進（高齢者見守り登
録事業等）

［褐祉部］

福祉費高齢者福祉費高齢者福祉夢
業費

7,672 3,835 

都支出釜

拡充

民間事業者等の「地域の活力」を生か
した高齢者の見守り体制により 、地域
における支え合いを充実

• 高齢者見守り登録事業者による見守り

• 高齢者見守りキーホルダー事業 1,362千円

ロ熱中症予防啓発
温度計付シー ト配布
パンフレット及びチラシの作成。 配布
ネッククーラー配布〈新規〉 6,000個

5,975千円

「地域支え合い活動」
展闊

〖 計画］

［福祉部］

の

福祉焚高齢者福祉費高齢者福祉施
設贄

17,383 10,481 

罪支IB釜
JO, 357 
諸殷入

124 

薬王寺地域ささ えあい館
（地域支え合い支援事業）

地域支え合い活動を支援するため各種
事業を実施

・地域ささえあい館活動支援員1人配置
活動に関する相談，支援
活動を担う人材及び団体の育成
活動の普及啓発等
地域ネッ トワークの構築

「地域支え合い活動」推進0)ための
各租講座の実施

地域で支え合うしくみづくりの推進
（地域支え合い支援事業）

「地域支え合い活凱j

展閃
〖計面］

［福祉部］

(;') 

福祉費高齢者福祉費高齢者福祉事
業贅

，
 

5
 

4
 ̀‘

 

ー？リ― 20,972 

蔀支出釜

中落合高齢者在宅サ.'ヽ--l<'スセンタ、一の
地域交流スペースにおいて 「地域支え
合い活動」 を実施

頂地域支え合い支援委託

「地域支え合い活動」推進のための
各種講座の実施

〔物価高騰対応経費
特定財源

403千円
268千円〕

シニア活動館 （管理運営
費）

［福祉部］

福祉費 高齢 者福祉費高齢者福祉施
設費

59,879 6,360 

部支出命

拡充

シニア活動館において「地域支え合い
活動」を実施

• 「地域支え合い活動」推進のための
各種講座の実施 1館→2館

戸山シニア活動館
西新宿シニア活動館〈新規〉
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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推進

単位：千円

介護俣険サーピスの墓盤整
備

地域密着型サービスの整備
〖計画］

［福祉部］

福祉贄高齢者福祉費 高齢者福祉総
務饗

12,7871 11,090[ 奈斤翡見

部支出釜

地域密着型サービス整備助成
（小規模多機能型居宅介護施設）

民設民営方式により整備を推進

．払方町国有地を活用 した整備 1所
所在地払方町35-1
開設令和6年度
定員登録29人、通い15人、宿泊9人
事業者社会福祉法人愛光会

地域密着型サービスの整備
｛計画］

［福祉部］

福祉贅 高齢者福祉費高齢者福蝕総

務賛, ----、--- -・・・----・ .... 

21, 723 I 20, 448 I新規

都支出笠

地域密普型サービス整備助成
（認知症高齢者グループホーム）

民設民営方式により 整備を推進

．払方町国有地を活用した整偲 1所
所在地払方町35-1
開設令和6年度
定員 18人 (2ユニット）
亭業者社会福祉法人愛光会

,,,. ヽ...」

地域密着型サービスの整備
〖 計画］

［福祉部］

福祉費 高齢者福祉費 高齢者福祉総
務費

622 

゜

地域密着型サービス整備助成
（整備事業者の選定）

民有地を活用 した民設民営方式による
地域密着型サービス基盤整備のための
事業者選定

・民有地公募によ る整備2所 622千円
開設公募のため夫定

定 員 認知症高齢者グループホーム
l所あたり27人以内
(9人x3ユニット以内）
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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推進

認効症高齢者への支援体剃
の充実

認知症高齢者への支援体制
の充実
［計画〗

［福祉部］

福祉費 高齢者福祉費高齢者福祉事

壁

認知症高齢者への支援体制
の充実
（介護保険特別会計）
［計画］

［福ネ止音町

介護保険特別会計
地域支援事業費地域支援事業費 包
陸的支扱等専業費

認知症高齢者への支援体制
の充実（一人暮し認知症高
齢者への生活支援サービ
ス）

［『昌f止部l

福祉贄高詰者福祉費高齢者福祉串 i

業費 」
その他

社会福祉施設等緊急助成

［福祉部］

福祉費社会福祉費社会福祉総務費

3, 8531 1, 926 

郡支出釜

4531 360 

介，護保険料
77 

固威支出釜
1.96 

都支出釜
87 

35, 2641 18, 164 

318,852 

溜謬り勾念
17 JOO ， 
諸奴入
1,064 

OI新規

認知症高齢者支援の推進

高齢者が認知症になっても住み慣れた
地域で安心して暮らし続けられるよう
認知症高齢者や介護家族の支援を推進

・認知症サポーターの養成 年1,600人
・認知症サポーター活動の推進

認知症総合支援事業

認知症高齢者とその家族に早期に関わ
るための支援体制を構築すると ともに
医療と福祉・介護の連携を強化

・チームオレンジの実施
・チームオレンジの普及啓発
闘認知症サポークーステップアップ研修

※チームオレンジ…
認知症高齢者やその家族の支援ニーズと
認知症サポ---ターを中心とした支援をつ
なぐ仕組み

ヘルパーを派遣し、一人暮しの認知症
高齢者を重点的に支援

・対象 一人暮しの6S歳以上の高齢者で、
認知症高齢者の日常生活自立度
n以上の者

＂内容 家攀援助と 身体介讃を一体的に提供
• ヘルI~ー派遣 1 i, 45・1時間

物価高騰対策と して、食材料費、光熱
贅及び燃料費の高騰に対する支援を実
施

・対象施設等
介護サービス事業所 → 166所
障害福祉サービス等事業所 125所
養護老人ホーム 1所

・補助額（定員1人/1台あたり ）
通所系サービス 月額5,000円
入所系サービス 月額7,000円
訪問入浴介護 月額3,000円

〔物価高騰対応経費 318,852千円〕
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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推進

高齢者保健福祉計画等の策
定

［福祉部］

福祉費高齢者福祉費高齢者福祉総
務費

15, 176 ー

緒殷入

拡充

「新宿区高齢者保健福祉計画・第9期
介護保険事業計画」の策定

瀑計画期間 令和6年度から令和8年度

“協諾会等の運営等 2,306千円
・ 計画策定委託〈新規〉 12,870千円
・スケジュール
10月 素案作成
11月-12月 パブリック・コメント実施

地域説明会開催
計画策定3月

高齢者福祉活動事業助成等

［福祉部］

福祉費高齢者福祉費高齢者福祉総
務費

11, 028 5, 7'77 

邪支紺釜
5,000 

、樹産殷入
777 

拡充

在宅福祉を推進するため、地域におけ
る高齢者福祉活動に対して助成

、地域高齢者福祉活動助成

・食康サービス寧業助成

助成額 食材料費1食当たり
750円―•350円〈拡充〉

〔物価高薩対応経贅
特定財源

12団体
I 554千円， 

15団体
9,387こfl可

612干円
306千円〕

サービス利用促進パンフ
レット(!)発行及び配布
（介護保険特別会計）

［福祉部］

介設保険特別会計
総務黄総務管理費趣旨普及贅

11,747 
｝ 

2,222 

席支幻釜

拡充

介護保険制度の周知のため、 「新宿区
第9期介臆保険事業計両」に対応した
介噂蔓保蒻€"'<んり 11辰の酋亡布'

・配布対象
65歳以上の高齢者がいる世帯
40歳以上65歳未満の要支援・要介設認定者
がいる世帯

• 発行部数
64,000音B

外国詰版パンフレットの発
行
（介護保険特別会計）

［ネ届祉部］

介護保険特別会計
総務費総務管理費趣旨普及費

1, 155 

゜
新規

介護保険制度の周知のため、 「新宿区
第9期介護保険事業計画」に対応した
介護保険べんり帳の外国語版を発行

・対応言語
英語・中国語・輯国語

• 発行部数

各700部
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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推進

高齢者向け総合情報冊子の
発行

4,667 

［福祉部］

福祉費高齢者福祉費高齢者福祉総 I
務費

都市型軽費老人ホーム整備

助成 100 000 ， 

［福祉部］

福祉費高齢者福祉贅高齢者福祉総 I
務費

一人暮し高齢者等への助成
（寝具乾燥消寝サービス）

［ネ昌礼t音13]

福祉費高齢者福礼！：祓高齢者福祉睾
業費

一人暮し高齢者等への助成
（緊急通報システム）

［福祉部］

福祉贅高齢者福祉費高齢者福祉事 i
業費

1 暮らしやすさ 1醤の新宿

15,942 

22,401 

2,333 拡充

蔀支出令

100,000 新規

郡支出釜

単位 ：千円

「新宿区第9期介護保険事業計画」に
対応した介護保険べんり帳の配布にあ
わせ、高齢者おたすけガイドを配布

・配布対象
65歳以上の高齢者がいる世帯
40歳以上65歳未満の要支援・要介護認定者
がいる世帯

，発行部数

60,600部

民設民営方式により整備を推進

誓民有地を活用した整備 l所
所在地 喜久井町42-1
開設令和6年度
定員 20人
オーナー法人 宗教法人本松寺
運営法人 特定非営利活動法人いちごの会

物価高騰対策と して、燃料費高騰に伴
う支援を実施するとともに、 利用者負
担額を据置き

OI拡充 I. +;--ビス内容

H, 3361拡充

蔀支出釜・

乾燥消奏 年11回、水洗い 年1回

言物価高騰対策として委託単価引き上げ
乾燥消焉 3,300円→3,960円
水洗い 6,600円→7,920円

。利用者負担額

委託単価の1割負担→据湿き〈拡充〉

乾燥消毒 330円
"J]<沙Hヽ 660戸l

［物価高騰対応経貨 2, 8:J[j千円）

高齢者への見守りを強化するため、
給付品目として新たに生活リズム
センサーを導入

a 生活 リズムセンサー〈新規〉
新規分 100台 629千円
継続分 662台 4,282千円

(2)住み償れた地媛で蓋らし続けられる抱綱包括ケアシステムの樅進に
闊連する華業（雨褐）

高齢瑚の信廃づくりと介護予防 ・フレイル予防事葵 I (44・45頁）

高齢者や障害者等の住丈い変定確俣 (90頁）
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(3) 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

障害者グループホームの設
置促進

単位 ：千円

障害者グループホーム等整備助成

民設民営方式により 整備を推淮

．払方町国有地を活用した整備 1所
所在地払方町35-1
開設令和6年度
定員 グループホーム 20人(3ユニット）

短期入所 2人
事業者社会福祉法人愛光会

〖計面】 I 135,015 01新規 • 中落合一丁 目 区有地を活用した整備 1所

［福祉部］

福祉費障害者福祉費障害者福祉総
務費

区立障害者福批施設の緩能
の充実

区立障害者福祉施設の機能
の充実
［計面l I 122,492I 119,93引新規

［ ネ昌宅止音〖 ］

福祉費障害者福祉費障害者福祉施
設費

繰入釜
24,939 

特別区傍
95,000 

所在地中落合1-7-26
開設令和7年度
定員等 グルー プホーム 17人 (3ユニ ット）

短期入所 3人
生活介護 20人
相談支援
地域交流事業

事業者 社会福祉法人滝乃川学園

障害者福祉センター（設備整備）

生活介護事業の定員拡充及び胞設の老
朽化等に対応するため、改修工事を実
施

・ 障害者福祉センターの内部改修工事等
定員生活介護 12人→20人(6年度か ら）
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1 暮ら しや すさ 1番 の新 宿

(3)障害者がいきいきと暮らし続 け られる環境の整備

障害を理紺とする差fJI/の解
涙位の描進

障害者差別解消の推進

［楢祉部］

福祉費 障害者福祉費 障害者福祉総
Jマ')々:;：苫＃均i 

!1, 411 616 

I 

額支!1f蓋|

障害者地域生活支援―-事--業--- 1 17-, 2-9-11 -

（意思疎通支援） 12,967 

［裕許止音f5J 

国威支8出,6釜45 

福祉費障害者福祉費障害者福祉事 1・ 荷り讐I業費

障害 者 地 域 生活支援事業

（理解促淮研修・啓発） 5,909 4,431 

［福祉部］

“支支2辺,lj9釜541 

都支出釜
], 477 

I 
福祉費 障害者福祉費障害者福祉事
業費

関係機関で構成する協議会の運営、区

民への啓発活勁、障害者への合理的配

慮のための全庁的な取組を推淮

貨障害者差別解消支援地域協議会の開催
年2回開催予定 491千円

・職員研修の実施 3'12千円

• バリ アフリーマップの運用 3,608千円

三•手話通訳者 した コ 、ュニケー五ン

等実派遣業務 13,934千Pl

，手話通訳者選考試験等の実施 347千円

・遠隔手話通訳等サービス委託 3,010千円

障害のある人とない人との相互理解を

深める ため、 障害者還間 (12月3日～

12月9日）を中心に啓発事業を実施

逼新宿区内障害者楢祉施設共同バザール
5, 343·1—=-rLJ 

会場 新宿駅西口広場イベントコーナー
期間令和5年12月5日.6日 （予定）
内容 障害者が作成した作品の展示・

販売等

ロ障害者作品展
会場 四谷特別出張所等区民施設 （予定）
期間 令和5年11月下旬から約2週間（予定）
内容 障害者が作成した作品の展示

・障害者週間パネル展 93千円
会場本庁舎1階ロビー
期間 障害者週間を含む10日間 （予定）
内容 啓発パネルの作成・展示

・障害理解啓発映像の放映 473千円
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(3) 障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備

その他

障害者計画等の推進

［福祉部］

福祉費障害者福祉費障害者福祉総
務費

心身障害者への助成
（タクシー利用料）

［伶i礼H屈］

福祉費 障害者福祉費障害者福祉亭
業費

心身障害者への助成
（自動車燃料費）

［福祉部］

福祉費障害者福祉費障害者福祉事
業費

12,943 

197,882 

6,662 

「第3期新宿区障害児福祉計画・ 第7期
新宿区障害福祉計画」 の策定

OI拡充 I. 計画期間 令和6年度か ら令和8年度

OI拡充

OI拡充

• 協議会等の運営等 491千円
重計画策定委託〈新規〉 12,452千円
。スケジュール

9月 素案作成
10月-11月 パブリ ック。コメ ント実施

地域説明会開催
3月 計画策定

タクシー運賃の値上げに伴い、福祉タ
クシー利用券の基準額を引上げ

，福祉タクシー利用券
月額3,500円→月額4,000円〈拡充〉

．寧いす利用券 （リフ ト付きタク シー券）
年間24枚

コストレッチャー利用券（ リフ ト付きタク
シー券） 年間24枚

［物価高騰対応経費 22,666千円〕

物価高騰対策として、燃料費高騰に対
する支援を実施

・サービス内容
自動車または軽自動車の運行に必要な燃料
費の一部を助成

・助成額
月額3,150円→月額3,510円 〈拡充〉

〔物価高騰対応経費 684千円〕
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(3) 障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備

在宅重度心身障害者への助
成（寝具乾燥消毒サービ
ス）

［福祉部］

福祉費障害者福祉費障害者福祉京
業費

在宅重度心身障害者への助
成（緊急通報システム）

［打畠ネ止音〖］

福祉贅障害者福祉費障害者福祉章
業費

障害者地域生活支援事業
（日常生活用具給付等）

［ネ昌礼I:音〖］

福祉費障害者福祉費障害者福祉菜
業費

視覚・聴覚障害者支援事業

［福袖部］

福祉費障害者福祉費障害者福祉亭
業費

物価高騰対策として、燃料費高騰に伴
う支援を実施するとともに、利用者負
担額を据置き

・サービス内容

719 OI拡充 I 乾燥消毒年11回、水洗い 年1回

857 5981拡充

部支出釜

81, 7831 59, 5081 .J広ラE

14,301 

犀肱支虐令
39, 6冗

都’支俎釜
19,836' 

OI拡充

，物価高騰対策として委託単価引き上げ
乾燥消毒 3,300円→3,960円
水洗い 6,600円→7. 920円

＂利用者負担額
委託単価の 1割負担•→据置き〈拡充〉
乾燥消毒 330円
水洗い 660円

［物価高騰対応経費 125千円J

障害者への見守 りを強化するため、
給付品目 として新たに生活リズム
センサーを導入

｀生活リズムセ ンサー 〈新規〉
新規分 5台 32千円
継続分 22台 142千円

在宅の障害者 （児）及び難病患者等の
方の 日常生活の便宜を図る 日常生活用
具の給付等を実施

• 築挙額の引き上げ〈拡充〉
ストマ装具

消化器系 月額 8,858円--ヽ 月額13,000円
尿路系 月額11,639円→月額13,000円

視覚・聴覚障害者の社会参加のため、
視覚障害者 c 聴覚障害者交流コーナー
を運営

』視覚障害者・聴覚障害者交流コーナーの運営
14,233千円

代読。代筆サービス

想雙、助言情報提供サービス
ナンタル関連講座〈新規〉 年8回

新宿区社会福祉協議会委託事業

• 視覚障害者・聴覚障害者交流コーナー運営
委員会の開催 68千円
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(4) 安心できる子育て環境の整備

着実な保育所痔樅兜童対
策の椎進

着実な保育所待機児童対策
の推進
【計画］

［子ども家庭部］

子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭総務費

放課後の子どもの居場所
の充実

620 

゜

私立保育所整備事業者の選定

地域の保育ニーズを踏まえた「新宿区
子ども・子育て支援事業計画」に基づ
き、保育所を整備

• 選定経費 620千円

令和6年度整備（令和7年度開設） 2所分

放課後子どもひろば

小学生の放課後の居場所づくりを推進

放課後の子どもの居場所の
充実
［計画] I 956, 160 76,571 I拡充

I 
［子ども総合センター］

子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭事業費

都支出釜

・学童クラブ機能付放課後子どもひろば

「ひろばプラス」 28所

開設日時平日放課後～午後7時
学校休業日午前8時～午後7時

内 容出欠確認や利用時間の管理

連絡帳を使用した家庭との連絡

希望者への個人面談 • おやつの

提供

• 入退室管理システムの運用開始〈新規〉
3,063千円

・食材料費高騰に伴うおやつ代への支援

〈新規〉 2,850千円

※保護者負担額を据置き

〔物価高騰対応経費 2,850千円〕
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(4) 安心できる子育て環境の整備

放課後の子どもの居場所の
充実
〖計画] 11,554, 6201 402, 74町拡充

［子ども総合センター］

子ども家庭費子ども家庭費子ども

家庭事業費

地蛾における子宵て支綬
サ r可...~ ビスの捲進

分租釜及び
負担釜
159, 377 

国扉匁麟
91,557 

都支俎絵
151,811 

···--··---~ —., ← .. . .• . - ・・-- --- ・- ・-・・・ 「------・--.•. 

子ども総合センター、子ど
も家庭支援センター （管理
運常費） I 387,4611 83,255 

［子ども総合センター］

子ども家庭費 子ども家庭費子ども

家庭施設費

便沼祝及び

手数祝
172 

国庫支出釜
47,904 

郡支出金
28, 762 
誼殷入
6,417 

地域子ども。子育て支援事業
（学童クラブ）

小学生の放課後の居場所づく りを推進

・児童指導業務委託(29所） 1,331,867千円

• 学童クラブ専用スペースの拡大〈拡充〉
95,842千円

四谷第六小学佼内 定員35人→ 65人
北山伏 定員60人→120人
※令和5年11月から定員拡充

・業務委託プロポーザルの実施、裏業者準備
委託(8所） 13,816千円

・民間学童クラプ運営費助成(3所）

48,974千円

• 入退室管理システムの運用開始〈新規〉
3,484千円

・食材料費高騰に伴うおやつ代への支援

〈新規〉 5,911千円

※保護者負担額を据置き

a 学童クラ ブ維持管理等 54,726千円

〔物価高騰対応経費 8,285千円〕

乳功児から中高生までの居場所と して
関放する とともに、子育ての悩みや不
安を相談でき る体制を推進

子ども総合センター 161,834千円
子ども家庭支援センター 225,627千円

• 利用者支援事業

• 子育て支援講座
ノーバディ ズパーフ ェクト (※1) 5所
ベビープログラム(※2) 5所

• 小学校低学年のための学習支援 5所x48回

※l同年代の子どもを持つ親が、子育ての悩みや
不安を参加者同士で話し合い、自分に合った

子育て方法を学ぷ請座

※2 0歳児を初めて育てる母親対象の支援讃座

〔物価高騰対応経費 18,909千円〕
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(4)安心できる子育て環境の整備

家事育児サポート事業
（産前産後支援）

［子ども総合センター］

子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭事業費

家事育児サポート事業
（ベビーシッ ター利用支援）

［子ども家庭部 ・子ども総
合センター］

子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭事業咲

地域子ども• 子育て支援事
業（子どもショー トステイ）

［子ども総合センター］

子ども家庭費 子ども家庭費子ども
家庭専業費

44,728 

32,500 

20,145 

36,4161新規

都支出釜

28,4491 業斤良見

都支出釜

10,8461拡充

国庫支f/j釜
], 366 

郡’ 出釜
9,480 

単位：千円

子育て家庭の精神的。身体的負担の軽
滅を図るため、産前産後の家事育児を
支援するヘルパー等を自宅に派遣

a 産前産後支援

対 象妊婦及び3歳未満の子を養育する

利用日時
家庭
毎日 （年末年始を除く）

午前9時～午後8時

子育て家庭の多様なニーズに対応する
ため、ベビーシッター利用料を助成

。一時預かり利用支援 32,194千円

対 象 未就学児を養育し、ベビーシッ

ターによる一時的な保育を必要
とする家庭

助成内容 児童1人1時間2,500円 （午前7時
～午後10時）または3,500円（午

後10時～翌日午前7時）

＂育児休業復帰支援 306千円
対 象育児休業を1年間取得し、子が

保育所等に入所するまでの間に

助成内容
ベビーシック・-を利用する家庭
ベビーシッターの交通費

保護者に強い育児疲れ等が見られる要
支撹家庭が対象のシコー トステイ事業
及びトワイライトステイ事業を文麗

。従来型子どもショートステイ
1人1泊3,000円
18歳未満の児童年間延525人

13,465千円

・要支援家庭向け子ども ショ ー トステイ

定員1人無料 5,286千円

小学校就学前児童年間延30人

こ親子ショ--トステイ 〈新規〉

親子2人で1泊3,000円
I, 065千円

18歳未満の児童及び保護者年間延72世帯

・トワイライ トステイ
1人1日2,000円
利用時間午後5時.....,10時
18歳未満の児童 年間延40人

329千円
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(4)安心できる子育て環境の整備

保育所への保育委託等 I私立保育所等委託

（私立保育所等委託） 5,082,952 3,692,589 拡充
I . 新規開設による定員の増 60人

［子ども家庭部］
分担金及び

I I 貨桓釜 （仮称）ポピンズナーサリースクール
505,032 西新悟,....., 

匿庫支出釜
2,185,186 

子ども家庭費子ども家庭費 子ども 那支出念
家庭事業費 ], 002, 371 

保育所への保育委託等
（障害児保育利用）

276,308 〇拡充 I

［子ども家庭部］ I 

子ども家庭費子ども家庭費子ども I
家庭事業費

地域子ども 。子育て支援事 Igoo 551 I 126 s16 I拡充
業（延長保育事業） ＇ 

［子ども家庭部］
I 

子ども家庭費子ども家庭費子ども II 
家庭事業費

地域子ども • 子育て支援事
業 （一時保育事党） I 191,1±2s1 

［子ども家庭部］

子ども家庭費子ども家庭費 子ども
家庭事業費

子どもから若者茨での切
れ自のない支媛の充実

子ども，若者に対する支援
の充実（子ども家庭 “若者
サポートネットワーク）

［子ども総合センター］

子ども家庭費子ども家庭費 子ども
家庭総務費

＇ 1, 127 I 

国威町雇
63,258 

都又〗州念
63,258 

35, 150 I 1広1E

匡膚麟畠蕊
17, 875 

郡支出命
17, 87.5 

98 

諸殷入

障害児保育利用

，新規開設等による定員の増

（仮称）ポピンズナーサリースクール
西新宿 2人

八幡神社愛育園 1人→2人

延長保育事業

• 新規開設等による実施園の増

（仮称）ポピンズナーサリースクール
西新宿 2時間延長

八幡神社愛育園 1時間延長

一時保育事業

工新規開設による実施園の増

（仮称）ポピンズナーサリースク＂`＂臼}!,,
西新宿 l人（空き利用型）

3人

子ども 。若者を支援するネットワーク
の運営

置代表者会議年2回

・部会（全6部会）
虐待防止等部会、子ども学校サポート部会
発達支援部会、 若者自立支援部会
事例検討部会、子育て包括支援部会
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(4)安心できる子育て環境の整備

単位 ：千円

子ども•若者に対する支援
子ども • 若者に関する総合的な相談窓の充実（子ども•若者総合
ロの運営

相談） 211 

゜［子ども家庭部］
• 相談窓口周知用品の配布

子ども家庭費子ども家庭費 子ども
家庭総務費

発達に心配のある児童ヘ

の支楼の充 実

発達に心配のある児童の総合的な相談
子ども総合センター と支援を実施
（発達支援）

150,989 52,940 . 0歳-18歳未満の児童への発達相談

［子ども総合センター］
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス

使宥料及びi
• ペアレントメ ンター(※)の育成 ・活用

10人程度
手数群

国庫支40,出6釜70I • きょうだい児の預かり保育 年30回

79 

部11,支俎6釜521 
※発達障害児等の子育て経験のある保護者で
発達障害についての研修を受講された方

子ども家庭費子ども家庭費 子ども 詣殷入
家庭施設費 539 

子 ども総合センター 在宅児等訪問支援
（在宅児等訪問支援）

3,777 

゜ ・区内在住の障害乳幼児等(0歳～学齢前）への
［子ども総合セ ンター］ 訪問による療育 ・情報提供

子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭施投費’

子 ども総合セ ンター 保育所等訪問支援
（保育所等訪問支援）

9,738 2,010 
・保育所等に通所する障害幼児等について、

［子ども総合センター］ 心理指導員や作業療法士を派遣し、集団生
活に適応できるよう支援

子ども家庭費子ども家庭費 子ども 使吊料及び
家庭施設費 手数群

子ども総合センター I 障害幼児一時保育
（障害幼児一時保育） 3,515 2,307 

・区内在住の3歳～学齢前の障害幼児等の

［子 ども総合セ ンター］ I使房群手及数群び 保護者の子育て負担を軽減するため、
昼間の一時保育を実施

291 

国庫支出釜
I, 008 

子ども家庭費子ども家庭費子ども 1 都支出釜
家庭施設費 I, 008 
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(4) 安心できる子育て環境の整備

単位：千円

姪娠瑚から子育て瑚にわ
たる切れ月のない支援の
充実

妊娠期から子育て期にわた
る切れ目のない支援の充実
［計画】 I 100, s21 

［健康部］

96,3361拡充

母子保健事業等
（出産・子育て応援事業）

妊婦が保健師等に相談できる機会を設
けて不安やリスクを早期に把握する と
ともに、産後も安心して子育てができ
るような支援体制を確保

口妊婦との面接＂相 談の実施 56,385千円
支援プランの作成と継続的な支援
育児パッケージ（こども商品券）の配布

・産後ケア事業の実施 44,043千円
ショートステイ型（宿泊型）
利用料の引下げ〈拡充〉
6,500円／日→4,000円／日
(1泊2日の場合 13,000円→8,000円）

デイサービス型（通所型） 〈新規〉
対象：生後4か月未満の乳児がいる母親

又はその保護者
利用料 ：3,000円／回

アウト リーチ型 （訪問型） 〈新規〉
対象 ：生後12か月未満の乳児がいる母親

又はその保護者
利用料： 1,000円／回

• 子育て世代包括支援センターの運営
93千円

健康費健康推進費健康推進事業費

子だもの貧病の連鎖を防
止するための取組

国庫支出釜
36, 781 

都支出釜
59,555 

子育て支援施策ガイドの発
行

［子ども家庭部］

544 

゜
子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭総務費

1 暮らしやすさ 1番の新宿
(4)安心できる子育て環境の整偏に闘連する縞業（屏掲）

子ども読書活動の支援
（絵衣でふれあう子脊て支媛）

子どもの貧困の連鎖を防止するため、
学習支援や経済的支援などの情報を提
供

・支援施策ガイドの作成 18,000部
外国語版電子媒体の作成

中国語・韓国語 ・英語・ミャンマー語

・対象 区立小• 中学校の児童• 生徒等

(140頁）
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1 暮らしやすさ 1番の新宿

(4) 安心できる子育て環境の整備

単位：千円

児童招談所設詈準錯

児童相談所運営体制の整備

児童相談所設置準備 • 有識者等からの意見聴取（指導• 助言）

【計画］ 3回
2,938 〇拡充

［子ども総合セ ンター］ I 
・人材育成
東京都•他県への派遣研修〈拡充〉
34人→35人（予定）

・児童相談所開設に向けた計画の策定

子ども家庭費子ども家庭費子ども 1 I • 都貸付財産の管理

家庭総務費

その他

「新宿区子ども• 子育て支援事業計画

（第三期）」（令和7年度"-11年度）の策

定に向けて、子 ども ・子育て支援に関

子ども』 子育て支援事業計 す る調査を実施

画の推進
19,739 0 新規 I ・対象者数 10, 100人

［子ども家庭部］
・調査方法 郵送及びイ ンターネット回答

・誤査内容 子育て支援サービスの利用状況
子どもの生活や子育ての実態
子どもの貧困の実態 など

子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭総務費

「
子ども未来基金を活用した活動助成を

充実

・助成限度額 50万円

子ども未来基金（助成金） • 助成率〈拡充〉
9,332 9,332 拡充 1年目10/102年目3/4 3年目以降1/2

［子ども家庭部］ →1年目10/102年目8/103年目以降6/10

• 加算の新設〈新規〉
利用人数加算
平均利用人数が30人または20世帯以上
の活動に10万円を限度に加算

活動回数加算 (2年目以降）
和用人数加算に該当し、年間活動回数
が22回以上の活動に50万円を限度に加

子ども家庭費子ども家庭費 子ども I
家庭総務費

繰入創

算
※上記加算の併用不可
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(4) 安心できる子育て環境の整備

保育所等緊急助成

物価高騰対策と して、食材料費及び光
熱費の高騰に対する支援を実施

・対象施設及び事業

私立保育所（公設民営含む） 55所
私立子ども園 7園
小規模保育事業所 4所

［子ども家庭部 a 子ども総
合センター］

91, 168 
家庭的保育者 2人

OI新規 I 事業所内保育裏業所 3所
認証保育所 10所

子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭総務費

子ども医療費助成

［子ども家庭部］

子ども家庭喪 子ども家庭費 子ども

子ども総合センター（管理
運営費）
（子ども総合センター分室
の設置）

［子ども総合センター］

子ども家庭費 子ども家庭費 子ども
家庭施設費

子ども給合センター（行事
費）

［子ども総合センター］

子ども家庭費 子ども家庭費子ども
家庭施設黄

1,443,5631 69,7331拡充

蔀支忠釜

1,444 OI拡充

3,226 OI新規

病児・病後児保育事業所 6所
民間学童クラブ 3所
児童発達支援事業
子どもシ ョートステイ事業
トワイライ トステイ事業

• 助成内容

食材料費（給食 •おやつ） 58,560千円
光熱費 32,608千円

〔物価高騰対応経費 91, 168千円〕

子ども医療費助成の対象児童を高校生
年齢相当まで拡大

・乳幼児医療費（未就学児 13,709人）
578,745千円

• 子ども医療費（小中学生 17,874人）
675,999千円

• 高校生等底燦費(5,150人） 〈新規〉
136,358千円

※いずれも所得制限な し • 自己負担な し

都との連携を強化し、児章虐待の予防
及び重篤化防止につなげるため、子ど
も総合センター分室を設置

コ子ども総合センター分室の設置〈新規〉

設置場所 東京都児童相談センター内
職員体制 5人
主な業務 虐待通告受理後の調査やリ

スク評価等への参加、都と
区の役割分担の調整 など

新宿ここ• から広場のイベント 「こ
こ • からまつ り」を再開

・11月実施予定
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1 暮 らしやすさ 1番の新宿
(5)未来を担う 子どもたちの生きる力を伸ばす教育の充実

池媛協働学校 （コミュニ
ティ“スクール）の充実

地域に信頼され、地域に支えられる開
かれた学校づく りを目指し、地域の住
民や保護者が学校運営に参画する地域
協働学校を推進

地域協働学校 （コミュニ
・地域協働学校（※） 23,519千円

ティ・スクール） の充実
〖計画］ 24,485 

゜
小学校29校、中学校10校

“小中運携型地域協働学校 618千円

［教育委員会］ 2地区

• 学校運営協議会と地域との連絡会
5地区 348千円

※地域の住民・保護者 ・教職員等の委員で構成
する 「地域協働学校運営協議会」が学校運営
に関する寧項について協緞し、学校運営や教
育活動を支援するしくみ

教育費 教育総務費教育指導研究費

学校の教齊力強化への
支媛

学校支援体制の充実
［一 児童 • 生徒一人ひとりに応じたきめ細

198,958 

゜
かい指導を実施するため、学習指溝支

［教育委員会］ 援員 （区費講師）を配置

・学習指導支援員 58人
教育費教育総務費教育指導研究者 I I ------

学校評価の結果衣踏ま て学校運貨を
改善

学校評価の充実 つ第三者評価の実施 4,420千円
8,951 

゜
20校 (2か年で全校実施）

［教育委員会］
・児童生徒・保護者アンケートの実施

4,427千円

• 小中連携型地域協働学校に対する学校評価
2地区 104千円

教育費教育総務袈教育指導研究要

創意工夫ある教育活動の推 各校の教育課題に応じ、児童 • 生徒の

進
35,041 

゜
思考力い判断カ・表現力等を育成する
こと を目的とした創意工夫ある教育活

［教育委員会］ 動を推進

• 総合的な学習の時間等の運営
幼稚園、 小学校、中学校、 特別支援学校

教育費教育総務費教育指尊研究費
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1 暮ら しやすさ 1番の新宿
(5) 未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす教育の充実

単位：千円

袴籾支援教育の描進

発達障害等のある児童・ 生徒への支援
を強化するとともに、特別支援教育に
関する理解を促進

特別支援教育の推進 • 特別支援教育相談員 3人（うち心理職1人）
［計画】

274,270 40,608 拡充 11, 291千円

［教育委員会］ • 特別支援教育推進員 66人→75人〈拡充〉
262,299千円

・アセスメントツールの活用 405千円
児童 • 生徒の読み魯きの能力を把握し
読み書きの困難さに応じた指導を実施

教育費教育総務費 教育指導研究費’ ' 
都r支出伶 ・就学支援シートの作成と活用等 275千円

日本謡サポート指導

区立学校（園）に転入 ・編入した外国籍
等の園児・児童• 生徒に、日本語及び
学校生活に関するサポート指導を実施

日本語サポート指導 • 日本語初期指導 40,525千円
〖計画］

66, 115 

゜
幼稚園児、 小 • 中学生対象の母国語に
よる日本語指導

［教育委員会］
＇ • 日本語学習支援員の派遣 19,274千円

小 • 中学生対象の日本語による教科指導

• 進学支援 5,796千円
中学3年生対象の学習及び進学支援

教育費教育総務費教育指導研究費‘ ヽ
・通知文薔等の翻訳事例作成等 520千円

不登校児童•生徒への
支援

教育センター運営費（教育相談）

不登校児童• 生徒への支援 不登校児童• 生徒に多様な教育機会を

【計画］
3,789 2,720 拡充

確保し、社会的に自立する ことを支援
する体制を充実

［教育委員会］ I 

・多様な教育機会検討委員会年3回 28千円

・家庭と子供の支援員の配置 3. 743千円
5校→15校〈拡充〉

教育費教育総務費 教育センター費 I
I 

那支出釜 ・研修会の実施年2回 18千円
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(5) 未来を担う 子 どもたちの生きる力を伸ばす教育の充実

単位 ：千円

学校生活における悩みや不安を抱える児
童•生徒、保護者からの相談体制を充実

教育センター運営費
（教育相談）

67,033 6,273 
・スクールカウンセラーの配置 18人

56, 131千円

［教育委員会］
“スクールソーシャルワーカーの派遣 3人

10,833千円

・専門職の資質向上に向けたスーパーバイ
ザーによる指導・助言年3回 69千円

都支出釜
教育費教育総務費教育センター費

学校四書飯の充実

児童•生徒への読書案内 とレファレン
ス（調べものや資料探しの支援）等を行
うとともに、図書を計画的に購入し、

学校図書館の充実 I 蔵書を充実

132,782 

゜ ，学校図書館支援員の配置 76,968千円
［教育委員会］

・学校図誉館の放課後等開放（小学校）
16, 421千円

自学自習や誤べ学習等が可能な場と
して活用

• 蔵響の充実

教育費①教育総務費教育指導研究 II 小学校 28,016千円

費②小学校費学校管理費③中学 中学校 10,452千円
校費学佼管理貸④特別支援学校費 特別支援学校 925千円
特別支援学校費

公私立幼稚廓における
勃児教育等の椎遥

幼稚園の管理運営
27,044 7,625 区立幼稚園 (4園）で預かり保育を実施

（預かり保育） I使房籾及び • 実施園 市谷・ 鶴巻• 花園・西戸山
手数群 ・定員各園25人

［教育委員会］ I 3,295 
国庫支出釜

（緊急実施枠2人含む）

2,418 
那支出金

教育費幼稚園費幼稚園管理費 I, 912 

幼稚園の管理運営 区立幼稚園で体操や読みきかせなど、
（幼児教育の充実） 13,512 

゜
遊びを通じた学びのプログラムを実施

［教育委員会］ • 実施固 区立幼稚圏全園
・対 象参加を希望する在籍固児

教育費幼稚園費幼雅園管理費
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施設等利用給付
188 

区立幼稚園預かり保育等を利用する園

252 児の保護者に施設等利用費を支給

［教育委員会］
・対象者数 8人

匿鹿支出釜
125 

教育費幼稚園費幼稚園管理費
蔀支出釜

63 

保護者負担軽減補助金 I 
私立幼稚園等に在籍する園児の保護者
に対する負担軽減を実施

120, 136 30,176 

［教育委員会］ ・保育料補助 1,305人
• 入固料補助 500人

教育費幼稚園費幼稚園振興費
• 都支出釜

私立幼稚園事業助成
区内私立幼稚園の教職員の資質向上の

（研修事業助成）
ための研修への支援

1,500 

゜［教育委員会］
・補助上限額 1,500千円
・補助率 3/4

教育費 幼稚園費幼稚園振興費

私立幼椎園事業助成 区内私立幼稚園で実施する預かり保育

（預かり保育推進助成）
への支援

7, 176 

゜［教育委員会］
I ・補助対象固 9圏

教育費幼稚園費幼稚園振興費

私立幼稚園事業助成
（健康管理助成）

［教育委員会］

教育費幼稚園費幼稚園振輿費

7,992 

゜

区内私立幼稚園の健康管理等への支援

• 園医等の任用
補助上限額 650千円

補助率 10/10
・AEDの賃借料等

補助上限額 78千円

補助率 10/10
• 園児の健康管理

補助上限額 園児数に応じて設定

補助率 10/10
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区内私立幼稚園の安全対策等への支援

• 安全対策等 （緊急時の一斉メール配信シス
テム運用経費等）
補助上限額 400千円

補助率 10/10

私立幼稚園事業助成 ・遊具等安全対策〈拡充〉

（安全安心助成）
15, 108 

補助上限額 1,000千円

〇拡充 補助率 10/10

［教育委員会］
※園庭遊具のほか、教具及び園舎内の
遊具を補助対象に追加

• 新型コ ロナウイルス感染症対策物品等購入
補助上限額 固児数に応じて設定
補助率 10/10

• アフターコロナ時代を見据えた教育活動の
充実〈新規〉
補助上限額 200千円
補助率 10/10
対 象 園行事で使用するバス借上

料、会場使用料など
教育費幼稚園費幼稚園振興費

私立幼稚園事業助成
私立幼稚園で実施する一時預かり事業

（一時預かり事業助成）
（幼稚園型）への支援

4,909 3,851 

［教育委員会］
I ・対象者数 99人

國庫支出釜
1,055 

郡支出釜
教育費幼稚園費幼稚園振輿費 2,796 

和立幼稚園事業助成
区内私立幼稚園の教育の質の向上を図

（幼児教育推進助成）
I るための研究や行事の開催等への支援

40,373 

゜［教育委員会］ I 
・補助上限額 5,000千円
※圏則に定める3-5歳児の学級数に応じて
加算あり

I 
教育費幼稚園費幼稚園振興費

区内私立幼稚園の特別な支援を要する

私立幼稚園事業助成 I 園児のための職員加配への支援

（特別支援教育推進助成） I 13,000 

゜
・補助上限額

［教育委員会］
特別な支援を要する園児数に応じて設定
1人-2人 2,000千円
3人,.._,5人 3,500千円

6人以上 4,500千円

教育費幼稚園費幼稚園振興費
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単位：千円

施設等利用給付 子ども ・子育て支援新制度末移行園等
（私立幼稚園等） 318,141 239,227 に在籍する園児の保護者に施設等利用

費を支給
［教育委員会］

I 

国雇支出命I ・対象者数 1, 120人

160, 315 
都支出釜

教育費幼稚園費幼稚園振興費 78,912 

施設等利用給付 12,474 9,355 私立幼稚園預かり保育等を利用する園
（預かり保育等） 児の保護者に施設等利用費を支給

［教育委員会］ 国庫支出金 ・対象者数 297人

6,237 
都支出釜

教育費幼稚園費 幼稚園振輿費 3,118 

JCT: を活用した教育の充実

学校情報ネットワークシステムの運用

GICAスクール構想に基づき配備した、児
ICTを活用 した教育の充 I 童•生徒 1人 1台のタブレット端末の活用
実

1,516,975 43, 3941拡充 I・タブレット端末の運用（約・15,000台）
［計画】 1,395,832千円

［教育委員会］
リース期間の延長
端末500台の追加整備〈拡充〉

・!CT支援員による各校への巡回支援
57,859千円

各校に月4回配置(1回全日滞在）

都支瓜合I
・ディスプレイ型電子黒板の導入〈新規〉

教育費教育総務費教育指導研究黄 i

; 63,284千円

豊かな人閻性と社芸性を
育む教育の充実

児童•生徒が新宿に愛着を持ち、 日本
豊かな人間性と社会性を育 の伝統や文化を誇りを持って発信でき
む教育の充実 るよう支援
（伝統文化理解教育の推進） 9,293 

゜ ・伝統文化体験教室 7,330千円

［教育委員会］
小学校29校 1回
能楽体験や伝統芸能体験など

・染色業の学習 1, 088千円
中学校10校 1回
染色業の体験や染物に関する講演

• 和楽器体験 875千円
中学校10校 3回

教育費教育総務費教育指導研究費 I
三味線や等の演奏
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ブラインドサッカーなどの障害者ス
ポーツ体験のほか、選手の講話や交

豊かな人間性と社会性を育
流等を通じて児童 • 生徒の障害者理

む教育の充実
解教育を推進

（障害者理解教育の推進） 12,232 01 I ・障害者スポーツ体験事業 11,000千円
全校（小学校29校・中学校10校• 特別

［教育委員会］ 支援学校）
以下のスポーツから選択
ブライ ンドサッカー、ゴールボール、
車いすバスケットボール、ボッチャ、
パラバレーボール

・障害者理解敏育推進敬材の作成
1,232千円

I 

教育費教育総務費教育指導研究費

国際理解教育及び英語教
育の椎進

国際理解教育及び英語教育 英語教育の充実を図り、国際理解を深め

導員の配置） 0 

璽小学1-2年生 年間10時間
［教育委員会］ 置小学3-6年生 年間35時間

• 特別支援学校（中学部を含む）
年間84時間

I 
教育費教育総務商教育指導研究費

国際坪解教育及び英語教育 1I1,84 r  ゚r1英餌に対す る関心 ・意欲虚塁めるととの推進([CTの活用） も__,, に、効果的 ・効率的な子声のため、
T ジタル教材を活用

［教育委員会J I I I • 指導用デジタル教材の活用
小学校29校、特別支援学校

I 
敦育費教育総務費教育指導研究費

児童•生徒が英語でのコミュニケーション
の楽しさを体験できるよう、 2泊3日の英語

国際理解教育及び英語教育 I キャンプを実施

の推進（英語キャンプ） I 11,695 I, 400 • 実施場所 女神湖高原学圏

［教育委員会］
・対象人数 小学5・6年生 100人

中学生 100人
• 実施回数小学生1回、中学生1回
• 実施内容

英語での基本的な表現等を学習し、
キャンプ終了後にボランティア活動

詰殷入'
等の機会を提供

教育費教育総務費教育指導研究費
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国際理解教育及び英語教育 生徒が自らの英語力を確認し、学習意

の推進（英検チャレンジ）
2,856 

゜
欲の向上を図るため、実用英語技能検
定（英検）の検定料を助成

［教育委員会］
・対象区立中学2年生

教育費教育総務費教育指導研究費

部活動運営支桜事業

部活動指導員を配置し、児童 • 生徒の
部活動等の充実を支援

部活動運営支援事業
85,313 1,648 拡充 ・部活動指導員配置等業務の民間委託化

［教育委員会］ I 
〈新規〉 74,057千円
30人 ※民間提案制度を活用

・部活動指導員（会計年度任用職員）の配置等
3人 11, 256千円

郡支出釜
教育費教育総務費教育指導研究費

スポーツギネス新宿の椎
遥f

児童・ 生徒が運動の楽しさに触れ、自
ら運動に親し抄ことができるよう、ス
ポーツギネス新宿 (※)を小 ・中学校全

スポーツギネス新宿の推進 I I 校で実施

4,015 

I゚ 
a 小学校スポーツギネス新宿

［教育委員会］
10種目から各校が選択した運動の実施

• 中学校スポーツギネス新宿
ダブルダッチの実施

※運動と記録向上への挑戦を通して、運動の

教育費教育総務費教育指導研究費 ’
日常化と体力の向上を図る区独自の取組

その他

小• 中学校入学を祝い、児童• 生徒の
入学祝金支給 I 

407,097 
I 健やかな成長を支援するため、入学祝

0 新規 金を支給
［教育委員会］

・支給金額
新小学1年生 1人 50,000円 (2,500人）
新中学1年生 1人100,000円 (2,100人）

教育費教育総務費事務局費
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校外学習活動等の支援

［教育委員会］

教育費教育総務費教育指導研究費

運営費
（学校給食の支援）

［教育委員会］

教育費①小学校費学校給食費
②中学校費 学佼給食貨
③特別支援学校費特別支援学校費

保守管理委託等
（教育施設照明のLED化）

［教育委員会］

教育費①小学校費営繕費②中学
校費 営譜費 ③特別支援学校費特
別支援学校費④幼稚園費営繕費

四谷小学校校舎の増築

［教育委員会］

教育費 小学校費学校施設建設費

46,088 

81,595 

17,761 

単位 ：千円

新型コロナウイルス感染症対策とし
て、宿泊を伴う学佼行事等に参加す
る児童• 生徒等にPCR検査及び抗原

01拡充 i検査を実施

OI拡充

・PCR検査の実施 16,467千円
• 抗原検査の実施 〈新規〉 15,893千円
中学校修学旅行、小• 中• 特別支援学校
移動教室など13行事 6,929人

物価高騰対策として、食材料費高騰に
対する学校給食の支援を実施するとと
もに、保護者負担額を据置き

墓学校給食食材料費への支援〈新規〉
小学校 60,094千円
中学校 2・1, 235千円

特別支援学校 266千円

〔物価高騰対応経費 81,595千円〕

学校等教育施設照明のLED化に向けた
現況調査を実施

＂学校等教育施設の現況調査〈新規 〉
01拡充 I ―17, 761千円

調査事項
照明設置状況等調査、消費電力量調査

調査対象
小学校29校、中学校9校、特別支援学校
I校、幼稚固14園

児童数の増加等に対応するため、校舎
を増築

800,6641 723,8001拡充
• 工事費

・ 工事監理業務委託料
• 設計等委託料

723,800千円
30,382千円
43,611千円
2,470千円
401千円

繰入金
181,800 

特別区債
542,000 

・埋蔵文化財調査
• 工事睾務費

スケジュール
令和4年6月～令和5年5月 設計等
令和5年7月～令和7年7月 増築工事

令和7年8月 供用開始
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西新宿小学校校舎の増築

［教育委員会］

教育費小学校費学校施設建設費

区外学習施設の管理運営

［教育委員会］

教育費区外学習施設費区外学習施
設管理費

私立幼稚園緊急助成

［教育委員会］

教育費 幼稚園費幼稚園振腿費

56,007 OI新規

128,873 〇拡充

I 

12,365 0 新規

児童数の増加等に対応するため、校舎
を増築

・設計等委託料 56,007千円

スケジュール
令和5年2月～令和6年3月 設計等
令和6年4月～令和8年3月 増築工事

令和8年4月 供用開始

区民の利便性向上のため、女神湖高原
学園利用受付にインターネット予約を
導入

・インターネット予約の導入〈新規〉
対象
「区民抽選予約」 「空き室予約」のうち
「空き室予約」 に導入予定

令和5年10月運用開始

・インターネット予約コールセンターの設置
〈新規〉
令和5年10月から令和5年12月まで

〔物価高騰対応経費 9,914千円〕

物価高騰対策と して、食材料費、光熱
費及び燃料費の高騰に対する支援を実
施

• 助成対象私立幼稚固9園

・助成内容
食材料費（給食•おやつ） 4,972千円
光熱費 7,289千円

燃料費 104千円

〔物価高騰対応経費 12,365千円〕
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ホームレスの自立支援の
描進

ホームレス対策
（拠点相談事業）

［福祉部］

福祉費社会福祉費社会福祉総務費

ホームレス対策
（自立支援ホーム）

［福祉部］

福祉費社会福祉費社会福祉総務費

ホームレス対策
（地域生活安定促進）

［ネ岳ネ止音GJ

福祉費社会福祉費 社会福祉総務費

25,5991 19,198 

国庫支出釜

14,2431 10,108 

国塵支出金

29,998 I 22,498 

国庫支出釜

単位 ：千円

就労や健康または借金などの問題を抱
えるホームレスに、相談員による適切
な情報提供などを行い、自立を促進

• 相談業務
日常の生活相談・就労相談のほか、心理・
借金・アルコール依存等専門相談の実施
拠点相談所「とまりぎ」

• 相談支援体制
主任相談員1人、相談員2人、 作業員1人

NPOが借り上げたアパー ト「自立支援
ホーム」において、就労意欲が高い
ホームレスに、集中的に就労支援、生
活指導を実施

・アパート（定員6人）
利用期間1人原則3か月 （延長して6か月以内）

・NPOが実施する巡回活動と連携

元ホームレスの生活保護受給世帯に、
きめ細かな訪問、相談等を行い、安定
した自立生活を支援

• 宿泊所等で生活している被保護者への
サポート 350人
相談員の配置（主任相談員 1人、相談員 4人）
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生活保護受給者の自立支
援の淮進

法外援護

［福祉部］

福祉費生活保護費扶助費

法外援護

［福祉部］

福祉費生活保護費扶助費

生活思窮者の自立支援の
椎進

生活困窮者自立支援事業
（自立相談支援）

甘昌宅止音〖］

福祉費社会福祉費社会福祉総務費

31,008 20,672 

I 国庫支出釜

40,256 30,191 

国庫支出釜

48,6391 36,479 

国庫支出釜

I 

，就労支援

生活保護受給者の自立支援を目的とし
た就労支援を実施

・ハローワークとの連携による支援 250人
・民間との連携による支援 140人

地域生活自立支援

生活保護受給者の生活状況に応じた個
別の支援を実施し、日常生活における
自立した生活を支援

・地域生活を送る生活保護受給者 250人
• 小・中学生とその保護者 40人

一人ひとり の状況に応じて、 自立に向
けた支援計画を作成し、継続的な相談
支援及び就労支援を実施

• 生活支援相談窓口
社会福祉士等の資格を持った相談支援員等を
配置

• 相談支援体制
主任相談支援員 2人
相談支援員 6人
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1 暮ら しやすさ 1番の新宿
(6) セーフティネットの整備充実

生活困窮者自立支援事業
（住居確保給付金）

［福祉部］

福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費

生活困窮者自立支援事業
（就労準備支援）

［福祉部］

福祉費社会福祉費 社会福祉総務費

174,9001 131,175 

国庫支出釜

308 205 

国庫支出釜

離職等により住居を失った又はそのお
それがある生活困窮者に対して家賃相
当額を給付

・支給期間
3か月間を限度に支給（支給期間を2回まで
延長可）

・年間延べ支給月
3, 180月

〔物価高騰対応経費 174,900千円
特定財源 131,175千円〕

直ちに就労することが困難な生活困窮
者に、 就労に必要な 日常 ・社会的自立
のための訓練を実施

・就職活動に必要な技能を習得するための
各種セミナーの実施等

・概ね6か月程度の継続支援
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(6) セーフティネットの整備充実

生活困窮者自立支援事業
（家計改善支援）

［福祉部］

福祉費社会福祉愛社会福祉総務費

生活困窮者自立支援事業
（一時生活支援）

［福祉部］

福祉菱吐会福祉費社合福祖i総務翌-- ---

生活困窮者自立支援事業
（学習支援）

［福祉部］

福祉費社会福祉費 社会福祉総務費

151 100 

厨摩支出釜

1,702 1,1:34 

緻戚支出透

32,873 I 16、436

国戚支出釜

家計管理に関する相談、債務整理、貸付
のあっせん等を支援

，家計支援計画を作成し、家計の管理ができ

ることを目指した支援を実施

住居のない生活困窮者に一定期間宿泊
場所や食事等を提供

，給食宿泊所の確保
食事の提供、 El用品筍の支給 延べ366泊分

高校進学を目的と した学習支援を実施
するとともに、 学習定藩支援を実施

ョ対象 50人程度
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l 暮らしやすさ 1番の新宿
(7) 女性や若者が活躍できる地域づくりの推進

単位：千円

男女共筒参厨の椎進

男女共同参画社会の実現を目指すとと
もに、多様な生き方を認め合 う社会づ
くりに向け、啓発講座等を開催

啓発活動

［子ども家庭部］
6,414 

゜

・男女共同参画フォーラム 1,024千円
四谷区民ホールでの実施を再開

・男女共同参画講座 （年4回） 220千円

・ 性と生の謂座（年2回） 82千円
場ウイズ新宿と区民団体との連携談座
（年7回） 288千円

。育児ママの仕寧支援講座（年4回） 756千円

・男性対象謬座（年2回） 109千円
＂若者応援講座（年 2回） 82千円

• その他啓発請座 128千円
a I情報誌「ウィズ新宿」の発行（年2回）

3,635千円

・性の多様性の理解促進啓発グッズの作成
90千円

子ども家庭費子ども家庭翌男女共
同参画推進費

男女共同参画推逢計阿の策
定

［子ども家庭部］

s, :n:~ 

子ども家庭柑子ども家庭覧昂女共
同参画推進哭

配属者等からの暴力の防
止

「新宿区第四次男女共同参面推進計画」
の策定

OI新規 I • 計画期間 令和6年度から令和9年度
。計画策定委託等 8,312千・円
論 ；叉ヽ'J"シジ.:r鴫・-}レ

・i 1月 素案作成
11月-1.2月 ;~ ブリック｀コメント箕胞
! I f1 ・. J:・Ht隠附説明会開催．

含廿匝i釘尼定

配偶者等からの暴力の防止

［子ども家庭部］

子ども家庭費子ども家庭費男女共
同参画推進費

1,050 

゜

配偶者等からの暴力を防止するため、
普及啓発を実施

・DV防止に関する啓発誼座（年3回）
22・1千円

幅広い年齢層が対象の DV防止に関する
講座（うち1回は若者対象のテ:'__卜 D Vに

関する講座）

・啓発グッズの作成 829千円
啓発カード 8.500枚ピンバッジ 1,000個
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(7) 女性や若者が活躍でき る地域づくりの推進

単位 ：千円

ワーク＇ライフ，パラン
ス（仕裏と生活の調和）
の捲進

ワーク，ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）の推進
［計画］

［子ども家庭部］

子ども家庭贄子ども家庭費男女共
同参囲推進費

科名の区紋参加の侭進

7,568 

゜

職場における男女共同参画の推進

ワーク・ ライフ・バランスや男女雇用
機会均等などを積極的に推進する企業
を 「ワーク ・ライフ u バランス推進企
業」として認定するなど、働きやすい
職場づくりを推連

公セミナー、勉強会の開催 6回

・推進企業の認定
認定申請した中小企業に「ワーク・ ライ
フ ・バランス企業応援資金」融資を斡旋
するほか、認定企業を情報誌等で紹介

・コンサルタント派遣
ワーク・.ライフ・バランス推進のため、

専門的な側面から助言を行うコンサルタ

ントを派遣

申請企業ピアリング 30回
こiンサルタント派造 60回
※新型ごIi::lナウイルス感染抗信対策に関

連する中小企業向けコンサルタント
派遣（上限10同）

若者の区政参加の促進
〖計両］

［総合政策部］
1,938 

゜

若者の区政参画に向けた広聴活動推進

若者の声を施策に反映させるための効
果的な仕組みづく り

• しんじゅく若者会議
対象 rn--39歳の区民 30人
内容 様々な政策課題に関するテーマ

について意見交換等を行う

総務費総務管理費広蔀広聴愛

1 幕らしやすさ 1番の新宿
(7)女性や若者が活躍できる地媛づくりの捲進に腐連する事菓（屏摺）

子どもから若音支での切れHのない支援り充実 (65・66頁）
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(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

朗盆•自治念活性化への
支援

町会。自治会活性化への
支援
［計画］

［地域振興部］

地域振興費 地域振興費コミュニティ活
動推進費

町会 ・自治会活性化への
支援 (ICTの活用）

［地域振興部］

地域振興費地域振奥費 コミュニティ活
動推進費

24,344 OI拡充

9,667 OI拡充

単位：千円

町会 。自治会活動の活性化のための支
援策を区町会連合会と連携して実施

a 町会・自治会コンサルティングの実施
行政魯士等専門家による相談などに加え
新たに各町会の課題に即したプログラム
型コンサルティングを実施し、総合的に
支援〈拡充〉 13,416千円

• 町会、自治会加入促進 a 啓発パンフレット
の内容充実・作成〈拡充〉 -io, 515千円

区民向けパンフレット ・16, 000部
マンション管理組合向け

パンフ レット 1,000部
町会 ・自治会還営ハン ドブック 2,000部
外国籍住民向けパンフレット 16,000部
顔のわかる町会長鳴自治会長

パンフレット 15,000部
単一lllJ会パンフレット ］団体

・タワーマンションのコミ ュニティづくり
情報発信ツし→レの活用〈新規〉 413千円

l C丁を活用した町会活動の活性ff::,と
災害時の情報伝達手段の拡充に向けた
実証実験を実施

a 電子回覧板アプリ の実証実験 3,650千円
榎町地区に加え、落合第二、柏木、
角筈地区で新たに実施（予定） 〈拡充〉

• 実証実験サポート体制の確保〈新規〉
4. 532千円

サポート窓口を設置 し、電話及び出張型
支援を実施

・タブレット端末操作誼習会の開催
1回→3回〈拡充〉 1,485千円
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1 暮らしやすさ 1番の新宿

(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

多様な主体との協鋤の淮
進

多様な主体との協働の推進
i計画］

［地城振興部］

地域振興費地域振興費地域振塊総

登豊

1 暮らしやすさ 1器の新宿

3, 138 I 2, 021 

”収入
20 

寄防笠
I 

緑入釜
2,000 

単位： 千円

「協働推進基金」を活用した、 NPO等の
多様な団体が行う区民を対象とした社
会貢献事業への助成

• 協働支援会議の運営 1, 117千円

委員 学識経験者1人
NPO団体構成員2人
公募区民2人
区内事業者1人
社会福祉協議会職員1人
地域振興部長

開催回数 7回

• 協働推進基金 2,021千円

助成金 2,000千円
500千円><4事業

稼立金 21千円

(B)地域の課題を栞有し、ともに考え地媛の実信に合ったまちづくりの捺進
に闊連する享業（再掲）

若者の区政参加の侶泄 (85頁）

オープンデータの活柑椎進 (153頁）
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1 暮らしやすさ 1番の新宿
(9) 地域での生活を支える取組の推進

成年後兇剃度の利lfJ侶進

成年後見制度の利用促進
【計画】

［福祉部］

福祉費 社会福祉費社会福祉総務費

成年後見制度の利用促進
【計画】

［福祉部］

福祉費社会福祉費社会福祉総務費

18, 183 I 2, 257 

都支出釜

10, 600 I 1s, 2s2 

都支出釜

新宿区社会福祉協議会運営助成等

社会福祉協議会において法人後見 ・法
人後見監督を実施

・法人後見の実施
・法人後見監督の実施

成年後見制度の利用促進

18, 132千円

51千円

成年後見制度推進機関 「新宿区成年後
見センター」を中核機関とし、成年後
見制度に関する事業を総合的に実施

• 新宿区成年後見センター（中核機関）の運営
（新宿区社会福祉協議会委託事業）

成年後見・権利擁護相談
成年後見制度の普及啓発
市民後見人の養成
成年後見人等への支援

•新宿区成年後見制度利用促進検討会の運営

※中核機関…
専門職による専門的助言等の支援の確保や、

関係機関等で構成される協議会の事務局
など、地域連携ネットワークのコーディ
ネートを担う中核的な機関
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1 暮ら しやすさ 1番の新宿
(9) 地域での生活を支える取組の推進

だれもが地域でいきいき
と募らせるための競労支
援の描進

だれもが地域でいきいきと
暮らせるための就労支援の
推進
！計画〗

［文化観光産業部］

文化観光産業費 産業経済費 就労
支援費

308,322 78,897 

那支出釜

単位：千円

新宿区勤労者 ・仕事支援センター運営
助成等

勤労意欲はあっても就労に結びついて
いない障害者、高齢者、若年非就業者
等に多様な就業機会の提供やコーディ
ネートを実施

・就労支援事業 274,506千円

障害者就労支援事業
受注センター事業
コミ ュニティショッ プ運営事業
IT就労訓練事業
若年者等就労支援事業

若者専門相談 2,054千円
心理カウンセリング等

スキルアッ ププログラム 3, 778千円
社会参加プログラム等

はじめの一歩応援事業 458千円
企業見学会・グループワーク等

若者ここ か`らステップアップ事業
9,474千円

困難を抱える若者が社会との
つながりを持つための支援

• 無料職業紹介事業 3:3, 816可•• 『]

〔物価高騰対応経費 339千円
特定財源 135千円］
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1 粋らしやすさ 1番の新宿
(9) 地域での生活を支える取組の推進

人材確保支援事業

［文化観光産業部］

文化観光産業費産業経済費就労
支援費

高齢者や犀害者等の住茨
い安定確俣

高齢者や障害者等の住まい
安定確保
［計画］

［都市計画部］

土木費住宅費 住宅助成費

51,412 8,0001拡充

都支閲釜

3,326 1, 137 I拡充

国庫支出釜

求職者と中小企業のマッチング等によ
り、区内中小企業の人材確保と、 区内
在住の女性や外国人留学生等求職者の
就労を支援

，中小企業へのマッチング支援事業
19,792千円

就労ポータルサイ ト 「新宿区しごと
図鑑」 の運営
合同企業説明会 2回
求職者セ ミナー 2回

・女性デジタル人材育成支援〈新規〉
16,423千円

デジタルスキルアッ プ講座 2講座
求朦者向けセミナー 1回
求職者向け個別相談 随時

・外国人留学生等就職支援寧業 14,845千円
求職者セミナー 2回
就職マンツーマ ン支援
合同企業説明会 2回

高齢者等入居支抜

民間賃貸住宅への入居が困難汝高齢者、
障害者及びひとり親世帯の円滑な入居
を支援

• 協定保証会社をあっ旋
・保証料助成 50件（最長10年まで）
• 入居者死亡保険料助成 50件（最長10年まで）

入居者死亡保険の補償内容が内包され
ている火災保険等においても、 保険料
相当分を算出し、助成対象に追加〈拡充〉

，居住支援協議会の運営

※入居者死亡保険…
民間賃貸住宅に入居中の高齢者の死亡により
生じる残存家財の整理費用等を補償内容とし
て含んでいる保険又はこれに類するもの
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2 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

建築物等の耐震性強化

単位：千円

耐震診断喧補強設計に係る費用及び耐
震改修工事等への補助

［木造建築物] 104, 792千円
• 耐震改修工専費補助 70,006千円

• 工事監理費補助 7,200千円
・予備耐窟診断委託 1,210千円
• 詳細耐震診断委託 10,208千円
・判定業務委託 3,318千円
• 詳細耐窟診断・補強設計費補助

6,900千円
・補強設計費補助 5,950千円
※昭和56年6月から平成12年5月までに着工

建築物等耐震化支援事業
〖計画 】 600,6861 404,6341拡充 I された新耐窟木造住宅を対象に追加〈拡充〉

［都市計画部］

土木費建築費建築行政費

国庫支出釜
245,653 

都文出釜
158, 981 

〖非木造建築物] 312,074千円
• 耐窟改修工寧費補助 222, 156千円
・占有者加算 10,876千円
※段階的改修工寧を耐籐改修工事費補助の

対象に追加〈拡充〉

・予備耐蔑診断委託
アドバイザー派遣
簡易耐窟診断

• 耐窟診断喪補助
・補強設計費補助

13,042千円
2,328千円
10,714千円

30,000千円
36,000千円

〖特定緊急輸送道路沿道建築物］

• 耐窟改修工事費補助
• 耐腰改修工事費補助
(I s値0.3未満加算）

142,940千円
92,791千円
21,274千円

・占有者加算 6,873千円
※段階的改修工串を耐窟改修工哀費補助の

対象に追加 〈拡充〉
．梢強設計翌補助 22,002千円

〖エレベーター等安全対策】
28,678千円

・エレベーター改修助成 23, 160千円
補助上限額〈拡充〉 953千円→1,456千円
（帰宅困難者一時滞在施設 1,916千円）

・ブロック塀除去等工亭費補助 4,418千円
• 耐震シェルター設置黄補助 400千円
• 耐震ベッド設置賛補助 700千円

［普及啓発等] 12,202千円
• 耐震フォローアップ業務委託

非木造 約230件 6,649千円
※区の耐震診断助成等を行い、耐震改修工
事未実施の非木造建築物の所有者等を対
象に、個別訪問などによる普及啓発

• その他事務貧等 5,553千円
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2 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

擁壁• がけの安全化の総合
的な支援
〖計画］

［都市計画部］

士木費建築費建築行政費

木進住宅密集池域の防災
性強化

木造住宅密集地域の整備促
進（若葉，須賀町地区）
〖計画］

［都市計画部］

士木費都市計画費都市計画事業費

37,495 5961拡充

国庫支出釜

99, 016 I 72, 366 I拡充

使房料及びI
手数粒

国庫支出15金5 

48, 141 

都支24,出0釜70 I 

単位 ：千円

擁壁及びがけ改修等支援事業

輝壁。がけの安全性を向上する指導や
啓発を行うとと もに、 安全な擁壁への
改修や設置のための支援を実施

・擁壁等に対する安全化指導及び啓発
1,605千円

安全化指導啓発 約1,400件

・ 擁壁等改修・補強等工事費助成
25,000千円

土砂災害特別警戒区域の指定解除が見
込める擁壁等の補強等工事を助成対象
に追加〈拡充〉

・コンサルタントの派遣等 10,890千円
コンサルタント派遣 10件
土砂災害警戒区域の安全化に向けた
包括的支援の実施

個別周知啓発業務委託〈新規〉
専門技術者派遣 8件

木造住宅密集地区整備促進事業

若葉 ・須賀町地区において、老朽化し
た木造住宅の建替えや共同化を促進す
るとともに、道路等の公共施設の整備
を推進

• 木密事業推進策の作成委託 9,559千円
木造住宅の密集した状況を解消し、
良好な住環境の形成及び防災性の

向上を固るため、地区計画変更素

案の作成等を実施

・道路用地取得 59.6am〈新規〉 80,436千円

・ 道路測量• 分篭委託 〈新規〉 3,000千円

・不動産鑑定等委託〈拡充〉 3,575千円

4件→10件

• その他事務費等 2,446千円
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2 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

不燃化推進特定整備事業
（西新宿五丁目地区）
〖計画］

［都市計画部］

土木費都市計画費都市計画事業費

木造住宅密集地域における
不燃化建替え促進
〖計画］

［都市計画部］

土木費都市計画費都市計画事業費

新たな防火規制による不燃
化の促進

［都市計画部］

土木費都市計画費都市計画推進費

屏廟発による南街地の整俯

市街地再開発事業助成
（西新宿五丁目中央南地

区）
〖計画 】

［都市計画部］

土木費都市計画費都市計画事業費

834 103 

都支出釜

27,9521 16,825 

国庫支由釜
8,250 

都支出釜
8,575 

1,254, 0871 752, 400 

国庫支出笠
627, 000 

都支出伶
125, 400 

西新宿五丁目地区南エリアにおいて、
地元発意によるまちづくり構想の運用
を支援し、地区の防災性を向上

。まちづくり構想の運用支援

・不燃化特区指定地区面積
約7.5ha (西新宿五丁目の一部）

不燃化建替促進助成

木造住宅密集地域等のうち、特に不燃
化を推進することが位置づけられてい
る地域などを対象に、耐火建築物等へ
の不燃化建替え等を助成

・不燃化建替 ・除却助成 27,700千円

不燃化建替助成 14件
（昭和56年5月以前）

不燃化建替助成 1件
（昭和56年6月以降）

除却費助成 3件

＊事業費は 「3(3) 地域特性を活か
した都市空間づくり」 111頁に計上

新たな防火規制や地区計両等の導入に
よる不燃化促進、緊急時に円滑な防災
活動を行うための道路と一体となった
空間の確保などを図ることで、 木造（エ
宅密集地域を餅消

災害に強い安全で快適な住み良いまち
づくりの実現のため、市街地再開発事
業を施行する市街地再開発組合への支
援及び助成

・施行区域面積 約0.Sha 

• 共同施設整備費助成
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2 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

市街地再開発事業助成
（西新宿三丁目西地区）
【計画】

［都市計画部］

596,0871 357,6001新規

国庫支出釜
298,000 

菰支出釜
59,600 

災害に強い安全で快適な住み良いまち
づくりの実現のため、市街地再開発事
業を施行する市街地再開発組合への支
援及び助成

・施行区域面積 約4.6ha 

．詞査設計計画費助成

土木費都市計画費 都市計画事業費

市街地再開発の事業化支援
〖計画 ］

［都市計画部］

土木費都市計画費 都市計画推進費

；細街路の紘幅整儲

234 

゜

市街地再開発準備組合等への活動支援

• 高田馬場駅東口地区

“西新宿七丁目地区
• 西新宿五丁目南地区
• 新宿三丁目地区

幅員 4メートル末満の細街路の拡幅整
備

細街路の拡幅整備
【計画］

［都市計画部］

387,4671 21,828 

年間合怠延長距離 約6.0km
年間整備距離 約2.5km 

・拡幅整備工靡 298,296千円
事前協議等による拡幅整備 240件
東京都下水道局受託工亭 130件
声かけによる拡幅整備 20件

書助成金

測量 5件、樹木移植 1件
擁壁移設 4件、擁壁撤去 5件

・測量委託 634件
• 相談員 2人
・事業周知用パンフレット作成等

使房群及び
手数粒

300 
諸殷入
21,528 

土木費建築費建築行政費
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2 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

道路の無電柱化整儲

歩行空間のバリアフリー化や美しい都

市景観を創出するととも に、災害に強

道路の無電柱化整備

I 260, 189 

いまちづくりを進めるため、 「新宿区

〖 計画 】
31,476 拡充

無電柱化推進計画」に基づき、主要な
区道の無電柱化を推進

［みどり土木部］
＇ 無電柱化の整備〈拡充〉

u 四谷駅周辺区道 (80m)
支障移設工事 14,930千円

・女子医大通り (730m)
匡「厳支出釜 支障移設工亭 166,000千円

12,980 • 水野原通り (250m)
都支出釜 支障移設工事 70,000千円

18, 496 ，上落中通り (370m)
共同溝予備修正設計 7,876千円

士木費道路橋りょう費道路新設改
良翌

道緻公届の防災性の固上

道路の治水対策 集中豪雨による浸水対策として、道路

［計画］ において透水性舗装や浸透ます等の新
設。改修を実施

［みどり土木部］
・対象地域
水害が発生 した地区を中心に路線を選定

• 透水性舗装等 2, soom相当

土木費道路橋りょう費道路維持費

道路 ・公園擁埒の安全対策
道路擁壁の安全対策

｛計画】
30 

゜
区が管理する道路を常に良好な状態に

［みどり土木部］
保つため、擁壁の調査及び経過観察を

実施

士木費道路橋りょう費道路新設改’
， ・道路擁壁経過親察 9か所

良費

道路・公園擁壁の安全対策 公園擁壁の安全対策

〖計画 】
50 

゜ 区が管理する公園を常に良好な状態に

［みどり士木部］ 保つため、擁壁の調査及び経過観察を

実施

• 公園擁壁経過観察 19園

土木費公園費公園新設改良費
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2 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

まちをつなぐ橋の整備

まちをつなぐ橋の整備
〖 計両］

［みどり土木部］

土木翡道路橋りょう費道路橋りょ
う総務費

まちをつなぐ橋の整備
［計圃］

［みどり土木部］

土木蓑道路橋りょう費橋りょう新
設改良費

8,514 OI新規

74,034 o I 1!1、すc

橋りょう長寿命化修繕計画の改定

「新宿区橋りょう長寿命化修繕計画」を改
定

• 令和3年度に実施 した橋りょう定期点検に
基づく改定

補強補修 5橋

「新宿区橋りょう長寿命化修繕計画」に基
づき、計画的に予防保全型の修繕を実施

・補強補修工事 2栢〈拡充〉
新杢橋 ・寺斎福

• 設計委託 3橋〈新規〉
羽衣橋 •田島橋•上落合八帳歩道楢
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(2) 災害に強い体制づくり

女性の視点を躊宏えた配
塵を要する方への避薙所
運営依刹の充実

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
〖計画］

［危機管理担当部］

総務費防災費防災対策費

揺祉避雅所の充実と体剃
強化

福祉避難所の充実と体制強
,(l~ 

［福祉部］

福征費 社会福祉費社会福祉総務費

災害用備蓄物資の充実

備薔物資の充実

［危機管理担当部］

総務費防災費防災対策費

5,500 OI拡充

1,667 596 

那支出釜

105, 043 I 16, 830 I拡充

都支出釜

防災思想の普及

避難所において、女性をはじめ配慮を
要する方への安全• 安心を確保するた
めに、避難所の運営管理体制を充実

・女性をはじめ配慮を要する方の視点での
ワークショップの実施
特別出張所管轄地区 2地区

・シンポジウムの開催〈新規〉

「蔑配慮者災害用セルフプラン」の作成
勧奨等の普及啓発を図るほか、福祉避
難所の訓練実施、備蓄物資配備により
災害時応急体制を強化

• 福祉避難所への備蓄物資の配備
追加配備1所 406千円
更新等 5所 69千円

・セルフプラン郵送による作成勧奨
1, 192千円

避魔直所及び在宅避難者等の食糧等備菩
物資の更新を計画的に行うとともに、
備蓄物資の品目や数量等を精査して災
害時の避難所の機能を充実

・備蓄物資の充実 8,901千円
エアーマット、液体 ミルク〈新規〉

口避難所用備蓄物資の更新 58,378千円

• 避難所追加供給用物資の更新 2,200千円

重在宅避難者及び帰宅困難 23,856千円

要援護者用物資の更新

・帰宅困難者用物資の更新 8,452千円

コ避難所備蓄倉庫の整備 3,256千円
備蓄物資の配置変更や見直し・廃棄を

行い、備蓄倉庫を整備
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(2) 災害に強い体制づくり

災害医療体刹の充奥

災害医療体制の充実

［健康部］

健康袈健康推速費健康推進総務費

9,660 359 

郡支出釜

医療救護所及び避難所に備蓄している
医薬品。医療資器材等の計画的更新、
災害医療救護支援センター等の運営訓
練の実施、新宿区災害医療運営連絡会
の開催等によ り、 災害医療体制を充実

・災害時医療資材セット等の更新
6,899千円

・医療救護所訓練の実廊 10所
医師会、歯科医師会及び薬剤師会が参加

＂災害医 療救護支援センターの開設 ・運営訓
練の実施 l回

。新宿区災窟医療運営連絡会等の開催 3回

マンション防災郊策の充
実

マンション防災対策の充実
〖計画〗

「危横管理担当部］

総務贄防災費防災対策費

その他

4,760 

゜

マンショ ン住民への防災意識の啓発や
マンシ ョン防災への取組を支援

｀地霞勁シミュ レーターを用いた防災訓練
年4回

1 マンション自主防災組織への防災資機材
臥rnc: 3. 000::r円
200千円を上限に現物支給
IS糸且甜惚

防災会議等

［危横管理担当部］

総務費 防災費防災総務費

11, 096 

首都直下地震等による東京の被害想定
の公表及び東京都地域防災計両の修正
に伴い、新宿区地域防災計画を修正

（叶拡充 I • 会綴の運営 451千円

，新宿区地域防災計画の修正〈拡充〉
10,645千円

本編・資料綱各550部
概要版 550部
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(3) 暮らしやすい安全で安心なまちの実現

安全安心椎進活動の強化

安全で安心して暮らせるま
ちづくりの推進（重点地区
の活動強化） 5,520 

゜［危機管理担当部］

総務費防災費防災対策費

客引き行為防止等の防犯
活動強化

口—- I 

安全で安心して粋らせるま
ちづくりの推進（客引き行
為等防止対策の強化） 178,523 〇拡充

［危機管理担当部］

総務費防災費防災対策費

浙型インフルエンザ等対
策叡の描進

新型インフルエンザ等対策
の推進
【計画】 I 2, 5421 6341 

［健康部］

I 
都支出釜

健康費健康推進昔保健所予防費

安全推進地域活動重点地区や防犯ボラ
ンティアグループ相互が連携または協
働した防犯活動を促進するとともに、
警察等と連携を図りながら活動を支援

• 重点地区等の連携• 協働活動
地域安全マップの作成 1, 681千円

防犯リーダー実践塾 506千円
、しんじゅく安全• 安心情報ネットの運用

858千円

・防犯用啓発物品 I, 727千円

防`犯冊子の作成 748千円

「新宿区公共の場所における客引き行
為等の防止に関する条例」に基づき、
パトロールを実施

• 客引き行為等防止パトロールの実施
〈拡充〉
週7日午後3時～午後10時
→週7日 午後3時～午前5時
パトロール隊員の増員

午後3時～午後10時 12人で実施
午後10時～午前5時 6人で実施

・地域や関係機関との連携による
キャンペーンの実施

新たな感染症や新型インフルエンザ等
の発生に備えた体制整備

• 新型インフルエンザ等対策連絡会の開催
年2回 831千円

• 発生状況を想定した訓練の実施 年2回
・区民への普及啓発等 1, 051千円

普及啓発ポスター等の購入
・区内医療機関の感染防護対策の支援

感染防護服セットの購入 660千円
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(3) 暮らしやすい安全で安心なまちの実現

単位：千円

路上喫煙対策の推進

路上喫煙対策の推進

155,901 

［環境清掃部］

環境清掃費環境清掃費環境対策推
進費

アスベス ト対策

〇

受動喫煙やたばこの火による被害防止の
ため、キャンペーンやパトロールによる指
導を実施

• 路上喫煙禁止パトロール 87,963千円
•路上喫煙率等調査延4回 3,086千円

区内各駅周辺及び生活道路の効果測定

• 路上喫煙に関する普及啓発等 12, 104千円

地元町会や商店街、来街者等への周知
啓発を目的としたポスター・ ステッ
カー作成など

。喫煙所の維持管理 46,373千円
喫煙所 (7か所）の維持管理

＂電柱への路上喫煙禁止広告掲載 1,588千円
150本

アスベスト含有調査及び除
去等への助成

［都市計画部］

11, 835 6,280 

国庫支出釜

アスベスト対策

• 吹付けアスベストの調査員派遣及び
含有調査費助成 14件

補助上限額 250千円

・除去等工亭費助成
一戸建住宅 l件

補助上限額 500千円

その他建築物 3件
補助上限額 3,000千円

土木費建築費建築行政費

マンションの適正な緩痔
管理及び厚生への支援

マンションの適正な維持管
理及び再生への支援
［計画］

［都市計画部］

土木費住宅費住宅総務費

12, 2091 4, 8831拡充

国庫支出金

マンション管理組合の運営やマンションの
維持管理に関する啓発活動、相談及び情
報を提供

・マ ンション管理相談 48件
・マンション管理相談員派遣 35件
コマンション管理相談員研修会 〈新規〉 1回
・マンション管理セミナー 3回
・マンション管理組合交流会の開催 2回
・広報等による周知啓発
• 「新宿区マンション管理適正化推進計画」

の策定〈新規〉 8,060千円
スケジュール
9月 素案作成

10月-11月 パブリック・コメント実施
2月 計画策定
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(3) 絆らしやすい安全で安心なまちの実現

その他

感染症予防関係法令に基づ
くまん延防止対策及び健康
診断等
（麻しん ・風しん抗体検 I 75,9911 33,1921拡充

査）

［健康部］

健康費 健康推進費保健所予防費

予防接種（麻しん・風し
ん）

［健康部］

健康費 健康推進費保健所予防費

83,392 

国摩支出釜

5,04訂拡充

都支出釜
917 

諸［殷入

4,130 

単位：千円

風しんの追加的対策（風しん第5期）の実施
期間延長に伴い抗体検査を実施

・期間 令和元年度から3年度まで
→令和元年度から6年度まで〈拡充〉

・対象 風しんの公的な予防接種を受ける
機会がなかった世代の男性
（昭和37年4月2日から昭和54年4月
1日生まれ）

• 抗体検査件数 8,049件 62,799千円

風しんの追加的対策（風しん第5期）の実施
期間延長に伴い予防接種を実施

・期間 令和元年度から3年度まで
→令和元年度から6年度まで 〈拡充〉

・対象 風しんの公的な予防接種を受ける
機会がなかった世代の男性
（昭和37年4月2日から昭和54年4月
1日生まれ）

※抗体検査を実施した結果、抗体価
が低かった者に限る

．接種件数 -1, 706件 19,240千円
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(3) 暮らしやすい安全で安心なまちの実現

予防接種（子宮頸がん）

［健康部］

健康費健康推進費保健所予防費

393, 251 I 15,859 I拡充

諸奴入

ヒトパピローマウイJレスヘの感染を予防し
子宮頸がんの発症を予防

・キャッチアップ対象者への予防接種
〈新規〉

・期間 令和4年度から6年度まで

・対象 稼極的勧奨の差し控えにより定期
予防接種を受ける機会を逃した者
（平成9年4月2日から平成19年4月
l日生まれ）

令和4年4月から積極的勧奨再開

．接種回数 3回

．接種件数 14,699件 259,600千円

帯状疱疹の発症を防ぐため、予防接種を
実施

予防接種（帯状疱疹）

［健康部］
103,060 OI新規 ．対象 50歳以上の区民

健康費健康推進費保健所予防費

新型コロナウイルス感染症
対策（検査体制の充実）

［健康部］

健康費健康推進費保健所予防費

259,496 18,694 

国庫支出笠

．接種回数及び自己負担
以下のいずれかを選択
生ワクチン 1回 4,000円
不活化ワ クチン 2回 10,000円／回

迅速にPCR検査等を受けられるよう、医療
機関と連携して検査体制を推進

・検査センターの運営 37,388千円
対象 保健所が必要と認めた無症状の

濃厚接触者及び初期スクリーニ
ング検査を受ける方

・検査実施医療機関への協力金の交付
222, 108千円

PCR検査及び抗原検査を実施する区医
師会所属の医療機関に対し、協力金
(1件3,000円）を交付 69,200件
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(3) 暮らしやすい安全で安心なまちの実現

新型コロナウイルス感染症
対策（保健所の機能強化）

［健康部］

健康費健康推進費保健所予防費

新型コロナウイルス感染症
対策（医療費公費負担）

［健康部］

健康費 偕康推進費保健所予防翌

新型コロナウイルス感染症
対策（移送体制の確保）

［健康部］

健康費 健康推進費保健所予防費

479,5061 154,921 

国肱支出釜

596, 1101 446,969 

国威支出奎

12, 270 I 36, 135 

国腋支出登

単位：千円

電話相談や積極的疫学調査、クラスター
対策などの感染拡大防止に機動的かつ
柔軟に対応していくため、保健所の体制
を推進

• 発熱等電話相談センターの還営
52,126千円

医師 ・看護師 ・保健師等の配置 9人

• 積極的疫学調査及びク ラスター発生時ヘ
の対応等 366,514千円

看護師・保健師の配置 rn人

事務職の配置 13人

・区民への情報提供 755千円
感染予防リ ーフレットの配布 35,000部

．訪問看護師健康観察

重酸素ボンベ貸与

• その他亭務経費等

53,460千円

574千円

6,077千円

感染者の入院医療費を公費負担

• 公費負担件数

2, 728件→4,041件

感染者を連やかに移送するため、移送用
車両の借上及び車両運行管理業務委託
等を実施

・移送用車両の借上 1台
・車両運行業務委託等
・民間救急による年間委託
・随時運行管理業務委託

〔物価高騰対応経費 150千円
特定財源 75千円〕

370千円
21, 977千円
24,975千円
24,948千円
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(3) 暮らしやすい安全で安心なまちの実現

新型＝ロナウイルス感染症
対策（予防接種）

［健康部］

2,140, 07012, 140,070 

国雇支五金

新型コロナウイルス感築症の重症化等予
防のため、新型コロナウイルスワクチン接
種を実施

・ワクチン接種 2,092,070千円
オミクロン株対応ワクチン接種(12歳以上）
小児接種 (5歳から11歳）
乳幼児接種（生後6か月から4歳）

• 新型コロナウイルスワクチン接種業務
支援金 48,000千円
新型コロナウイルスワクチン接種を行う
医療機関に対して1月あたり100千円支給

健康費健察推進費保健所予防黄

新型コロナウイルス感染症

対策（目宅療養者医療支援
施設の管理運営） ! 22,841 

I 
［健康部］ ゜

新型コロナウイルス感染症の感染拡大期
等において、入院病床がひっ迫していると
判断した場合に、璽症化リスクを有する自
宅療養者に対し、中和抗体療法等による
治療を行い入院が必要となる重症化を予
防

鴫医療支援施設の管理運営

対象者 保健所に発生届が出されている
区民で、日常生活が自立してい

る者
内 容 中和抗体療法等による治療 6床
運営日時 午前10時から午後6時まで

（土 ・ 日• 祝日を除く）

健康黄健康推進費保健所予防特

人と猫との調和のとれたま
ちづくり（猫の去鈎 ・不妊
手術費助成）

［健康部］

6,873 2,4951拡充

不必要な緊殖を抑え、遅隣に対する散害
及ひ述惑を防止するため、手術費用乃ー
音B定退力E反

• 手術費助成

飼い主のいない猫の助成額 〈拡充｝
オス〈去勢手術）

5.000円一15.000円
メス（不妊手術）

9,000円→25,000円

・事務費

6. 775千円

98千円
郡支幻笠

健康費健康指進費保健所徽生費
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(3) 暮らしやすい安全で安心なまちの実現

地域の防犯力の向上を図るため、防
犯対策を推進

安全で安心して暮らせるま I

• 特殊詐欺等犯罪抑止啓発物品の配布
871千円

ちづくりの推進
（防犯対策の推進） 42,406 23,437 • 自動通話録音機の貸出 3,850千円

［危機管理担当部］
・防犯カメラ等の設置経費助成 36,618千円

・防犯カメラの維持管理経費助成 338千円

・防犯カメラの運用経費助成 729千円

都支出歪

総務費防災費防災対策費

歌舞伎町地区において、安全• 安心
なまちづくりに寄与する自主的な活
動に対して助成

安全で安心して暮らせるま
・歌舞伎町安全□ 安心対策事業助成金

助成金額 500千円

ちづくりの推進 対象活動 若者や女性を対象と した健全

（歌舞伎町安全 c 安心対策
0 新規

育成や性犯罪0)防止などの活

事業助成）
1,500 動

対象団体 特定非営利活励法人、

［危機管理担当部］
公益社団法人、公益財団法人
で助成対象活動を3か月以上
継続している団体

総務費防災脅防災対簑黄

大久保地域の環境・混雑対策を実施

ポイ捨て防止ときれいなま
ちづくり

［環境清掃部］

環境清掃費環境清掃費環境対策推
進費

14,388 

゜
・ 巡回スタッ フによるポイ捨て禁止等の
注意喚起・啓発活動

巡回スタッフ (2人 x2チーム）

年間133日
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(3)暮 らしやすい安全で安心なまちの実現

空家等対策の推進

［危機管理担当部 ・環境清
掃部。都市計画部］

①総務費防災費防災総務費

②環境清掃費環境清掃費環境対策
推進費
③土木費 建築費 建築行政費

3,167 1201拡充

部支出釜

単位：千円

「新宿区空き家等の適正管理に関する
条例」及び「新宿区空家等対策計画」
に基づき、空家等対策を総合的かつ計
画的に推進

空家等対策の推進 2,351千円

• 空き家等適正管理審査会の運営
学識経験者 7人、地域代表者 l人

丑新宿区空家等対策計画の修正 〈拡充〉

空家等における廃棄物の排出指導
176千円

• 空家等所有者に対し改善指導等

空家の適正管理に関する指導等
640千円

・空家の無料相談会実施

対象者空家所有者等
相談員 法律、 建築、不動産得の

専門相談員
周知パンフレット等

• 空家所有者に対し改善指導等
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2 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
(3)暮らしやすい安全で安心なまちの実現

民有灯及び商店街灯の維持
助成

［みどり土木部］

土木費道路橋りょう費街路照明費

民有灯改修等支援

［みどり土木部］

土木費道路橋 りょう費 街路照明費

47,082 

68,346 

OI拡充

OI拡充

電気料高騰の負担を軽減するため、町
会。商店会等が管理する民有灯及び商
店街灯の維持経費助成金を増額

・民有灯維持助成〈拡充〉
対象団体 169団体 3,798基
助成上限額 （年額）

1基につき
20W未満 2,200円以内→ 3,000円以内

20W以上 3,600円以内→ 4,000円以内

・商店街灯維持助成 〈拡充〉
対象団体 78団体 2,271晶
助成上限額 （年額）
虞につき
60Wまで 3,800円以内→ 5,500円以内
100Wまで 5,700円以内→ 8,600円以内
100¥J¥Jまで 11,300円以内→16,800円以内
300Wまで 16,900円以内→25,000円以内
400Wまで 22,400円以内→33,200円以内
500Wまで 27,900円以内→41,400円以内
500W閣 33,300円以内一>49,600円以内

助成上限額と前年度電気料実績の
80%のいずれか低い額を劫成

※助成上限額は令和4年4月から令和5年3月
の電気料をもとに、令和5年3月に確定

［物価高騰対応経費 14,316千円］

まちの防犯性向上のため、蛍光灯の更
新時期を迎える民有灯のLED化改修
を支援

・民有灯改修工事〈拡充〉 61,842千円
125基→ 920基
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3 賑わい都市 • 新宿の創造
(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

新宿釈周辺地区の整僅椎
進

新宿駅直近地区のまちづく
り
〖計画 ] 14,451 

［新宿駅周辺整備担当部］

土木費都市計画費 都市計画推進費

゜

新宿駅周辺地区の整備推進
（整備計画の策定等）

利便性や回遊性の向上による交流や賑
わいの創出のため、 「新宿の拠点再整
備方針」 に基づくまちづく りを推進

• 都市計画決定（都市施設）

• 各種整備事業の殖手に向けた調整

新宿駅東西自由通路の整備
〖計画 ］

［新宿駅周辺整備担当部］

土木費 都市計画費 昴市計画事業捉
―- - ' -

新宿通りモール化
［計画］

［新宿駅周辺整備担当部］

土木費都市計画費都市計画推進費

84,328 

゜

新宿駅東西自由通路の整備助成

新宿駅周辺の回遁性向上のため、新宿
駅東西自 由通路の整備を促進

・事業主体に対する整備工事費助成

※令和2年7月供用開始

822 

゜

新宿駅周辺地区の整備推進
（新宿通りモール化）

新宿通り を歩きやすく魅力的な空間と
してモール化し、歩いて楽しい回遊性
のあるまちづくりを推進

・モール化に向けた検討、関係機関等調整
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3 賑わい都市 ・新宿の創造
(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

靖国通り地下通路延伸に向
けた支援
〖計画 】

［新宿駅周辺整備担当部］

土木費都市計画費都市計画推進費

10 

゜

新宿駅周辺地区の整備推進
（整備計画の策定等）

新宿駅周辺地区における連続的。多層
的な歩行者ネットワークの構築に向け
た検討

口関係機関等と寧業化に向けた検討

新宿駅周辺地区のまちづく
りlレーJレの策定
｛計画】

［新宿駅周辺整備担当部］

37,318 （月拡充

地区計画の推進

「新宿駅周辺地域まちづく りガイドラ
イン」の実現に向け、地元組織との協
働により 、地区計画等まちづくり］レー
ルを定め、 地域の個性や眺力を活かし
たま ちづく りを推進

れまちづく りの方向性が定まり、地区計画等
の策定（変更）に取り組む地区
('.3地区）
新宿駅東口地区
歌舞伎町シネシティ広場周辺地区
西新宿一丁目商店街地区〈拡充〉

口地域組織とまちづく りの方向性について
検討を進める地区
(2地区）
新宿ゴールデン街地区
西新宿超高層ビル地区

土木費都市計画費 都市計画推進費
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3 賑わい都市 。新宿の創造
(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

単位：千円

歌顔伎附地区の茨ちづく
り椎進

歌舞伎町地区のまちづくり
推進

〖計画] I 59,671 

［文化観光産業部］

OI拡充

歌舞伎町Jレネッサンスの推進

歌舞伎町ルネッサンス(※)の実現に向
け、一般社団法人歌舞伎町タウン。マ
ネージメ ント (TJVIO)の運営を支援

• 還営支援

歌舞伎町シネシティ広場における

イベントの実施 2回 〈新規〉
歌巽伎町PR動画の作成 〈新規〉

※歌舞伎町を誰もが安心して楽しめるまちに
再生する取組

文化観光産業費文化観光妾文化領
光総務費

歌舞伎町地区のまちづくり
推進
〖計両］

［みど勾土木部］

＊事業費は「3(6)交通環境の整備」
116頁lこ計上

放置自転車等対策の推進（放置自転車
等の撤去及び自転車適正利用の啓発活
動）

歌孵佼町-・-、..丁目及び二．丁目周辺の放置I自転南

撤去及び啓発

土木費 土木管理費交通安全対策黄・,_.. .. .. , .. ・-

歌舞伎町地区のまちづくり
推進
〖計画] 34,945 

［環境清掃部］

環境清掃贄 環境清掃費環 境対策推
進費

。

歌舞伎町ク リーン作戦

• 路J::清掃委託

歌舞伎町地区及び新宿駅東口周辺
年末年始を除く毎日

，歌舞伎町クリ ーン作戦 （毎週水曜日）

職員等による路上滑掃の実施
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3 賑わい都市 ・新宿の創造
(3)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
（計画］

［都市計画部］

土木費都市計画費 都市計画推進費

景観に配慮した茨ちづく
りの描進

景観に配慮したまちづくり
の推進
〖計画］

［都市計画部］

土木費都市計画費①都市計画総務
費 ②都市計画推進費

その他

市谷薬王寺地域の住居表示
実施

［地域振興部］

地域振興費地域坂輿費住居表示事
務費

25,560 

8,809 

24,694 

OI拡充

OI拡充

単位 ：千円

地区計画の推進

地域住民との協働によるまちづくりを行
い、地区計画等を策定

• まちづくりの方向性が定まり 、地区計画等
の策定 （変更）に取り 組む地区 (1地区）

神楽坂地区

・地域組織と まちづ くりの方向性について
検討を進める地区 (2地区）

高田馬場駅周辺地区
西早稲田駅前地区 〈新規〉

「新宿区景観まちづくり計画」及び「新宿区
景観形成ガイドライン」に基づき、多様な地
域特性に応じた賑わいと潤いのある景観形
成を推進

景観まち弓くり審議会の運営 1,683千円

・審議会 18人以内、小委員会 9人以内
• 開催規模審謡会3回、小委員会4回

景観まちづくりの推進 7,126千円

• 新宿区景親まちづくり計画及び新宿区景観
形成ガイドラインのデジタルブック等によ
る周知〈新規〉

• 景観まちづく り相談員による景観事前協議

「住居表示に関する法律」に基づく住居表
示の実施

OI新規 ・対象地域市谷薬王寺地域 （面積0.09k前）
世帯 2, 107世帯
人口 3,279人
（令和5年1月1日現在）

• 実施日令和5年11月6日



112

3 賑わい都市・新宿の創造
(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

ユニバーサルデザイン表
ちづくりの捲進

ユニバーサルデザインまち
づくりの推進

4,907 

［都市計画部］

土木費都市計画費都市計画推進費

ハ‘、リアフリーの繋llli侶淮

t-―] 

バリアフリーの基盤整備
（バ リアフ リーの整備促

進）

［都市計画部］

土木費都市計画費都市計画推進費
3 娠わい都市・新宿の窮進

3081 

1,637 

部支ffj釜 I

I, 625 
誼殷入

12 

161 

諮奴入

「新宿区ユニバーサルデザインまちづ
くり条例」に基づく事前協議制度等に
より、誰もが移動しやすく、 利用しや
すく、わかりやすいユニバーサルデザ
インまちづくりを推進

条`例に基づく事前協議の実施 20件
1,464千円

・条例パンフ レット等印刷 846千円
• ユニバーサルデザインまちづく りニュース
レターの作成 年4回 'I. 681千円

I ”その他事務経費等 916千円

新宿区移動等円滑化促進方針に基づき
高齢者や障害者等の円滑な移動を確保
できるよう区内のバリアフリー整備を
促進

口高齢者や障害者等の当事者参加による
意見交換

・周知啓発

(4)維もが自珀に歩ける、 就弔し やすく＼ わか りやザい芸ち づくりに
闘連する事巣 （思掲）

人にやさしい道路の整脩
（道路の改良）

人にやさしい遥路の整俯
（バリアフリーの道づくり）

安全 で決適な鉄道馴の整俯侶淮

(113頁）

(114頁）

(117頁）
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3 賑わい都市。新宿の創造
(5) 道路環境の整備

部市tf画道路等の整備

百人町三• 四丁目地区の道
路整備

〖 計画 ］

［みどり 土木部］

土木愛 道路橋りょう費道路新設改
良費

都市計画道路等の整備促進 I

［都市計画部］

土木費都市計画費都市計画推進費

人にやさしt道 路の整紺

道路の改良
〖計画 】

［みどり 土木部］

土木費道路橋りょう費道路新設改
良費

I 

5,550 

12,654 

百人町三• 四丁目地区内における防災
機能の強化と快適な歩行空間の形成の
ための地区計画に基づく道路整備

〇拡充

＂区画街 路3号 （一部）道路詳細設計
〈新規〉 5,500千円

・区画街路3号及び5号の用地買収と道路整備
に向けた調整 50千円

「
区内の整備未着手都市計画道路につい
て、地域における都市計画道路のあ り

I 方を検討

72 拡充 I 

話殷入

・地域における都市計画道路のあり方検討
業務委託等〈新規〉 11, 09・1千円

幹線道路及び地区内主要噌路等の区道
について、 歩道の設置、 緑形の改良や
修景等を実施

璽道路整備工葛 115,964千円

123,4601 115,9641拡充 I 早大通り第rr期〈拡充〉

繰入釜
II, 964 

特別区廣
104,000 

•設計委託 （修正設計）
江戸川橋通り

6,966千円
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3 賑わい都市。新宿の創造
(5)道路環境の整備

バリアフリーの道づくり
〖計両］

［みどり土木部］

土木費道路橋り ょう費道路新設改
良費

112, 913 I 161, 140 I拡充

都支出釜
5,347 

繰入釜
15, 793 

蒋f}!J,区償
140,000 

単位：千円

道路のバリアフリー化

高齢者や障害者等の誰もが安全• 安心
して通行 しやすい歩行環境を整備

・道路整備工事〈拡充〉
区役所通り

整備工事 27,030千円
延長 ・1som

新宿通り第 1期
（四谷特別出張所前～新宿一丁目西交差点）
整備工事 134, I 10千円
延長 530m

・設計委託〈新規〉
新宿区社会福祉協誤会前区道
（高田馬場一丁目15番先-6番先）
犀羊細設計 5,069千円
延長 310m

新宿通り第II期
（新宿一丁目南交差点～新宿二丁目交差点）
詳細設計 6,704千円
延長 410m

※新徊l;i鐸移動等円滑化促進方針に基づき選定した
整備対象路線 (47路線）を、他の道路整備事業
（道路の無電柱化整備、道路の改良等）とあわ

せて舘備し、バリアフリー化を推進



115

3 賑わい都市 ・新宿の創造
(5) 道路環境の整備

単位 ：千円

道路の環境肘策

道路の環境対策
〖計画］

［みどり土木部］

70,207 

゜

環境に配慮した道づくり

地球環境を守るため、環境配慮型の舗
装によるヒートアイランド現象の抑制
や大気汚染対策等の環境対策を推進

• 遮熱性舗装工事 1, 600111 

土木費 道路橋 りょう 費 道路維持費

間伐材を利用した木製防護柵の改修

• 木製防護柵改修工事 240m 

環境に配慮した道づくり

［みどり士木部］
24,764 

゜

土木費道路橋りょう費道路維持費

道路の環境対策
〖計画］

［五どり土木部］

187,637 

゜

街路灯の省エネルギー対策

LED街路灯に積極的に改修し、 CO2

の抑制と省エネルギー化を推進

• 小型 LED街路灯 585基

• 大型 LED街路灯 55基

土木費 道路橋りょう費交通安全施
設費
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3 賑わい都市。 新宿の創造
(6) 交通環境の整備

自転草通行空届7の整儲

自転車通行空間の整備
〖 計画］

［みどり土木部］

土木費道路橋りょう費道路新設改
良費

宙転睾等の適正判男の揺
進

放置自転車等対策の推進
（放置自転車等の撤去及び

自転車適正利用の啓発活
動）

［みどり土木部］

土木費土木管理費 交通安全対策費

65, 7311 01拡充

389,190 14,733 

話殷入

「新宿区自転車ネットワーク計画」に基づ
き、 自転車の通行空間を整備 し、歩行
者・自転車 ・自動車それぞれが安全に
安心 して通行できる道路空間を創出

55,033千円・整備工睾〈拡充〉
中井通り （延長 約2,804m) 

• 設計委託〈新規〉 10,701千円
早大南門通り （延長 約 938m)
箱根山通り （延長 約1,051m)
新宿清掃事務所脇区道（延長 約 873m) 

放置自転車等対策を推進

・放置禁止区域 31駅
・啓発活動実施 33区域

鉄道3・1駅
新宿駅、高田馬場駅、新大久保駅、
大久保駅、下落合駅、落合駅、
落合南長崎駅、中井駅、西新宿
五丁目駅、西早稲田駅、都庁前駅、
牛込神楽坂駅、新宿三丁目駅、
東新宿駅、 都虜早稲田駅、
単稲田駅、若松河田駅、
牛込柳町駅、曙橋駅、
四谷三丁目駅、信濃町駅、
国立競技場駅、神楽坂駅、
飯田橋駅、市ヶ谷駅、四ツ谷訳、
西武新宿駅、新宿御苑前駅、
新宿西口駅、西新宿駅、 初台駅

その他2地域
早大通り、歌綽伎町

・放置防止啓発活動の強化

撤去 ・啓発と声かけ活動の実施

大久保駅、新大久保駅、高田馬場駅、
新宿駅、歌舞伎町

・コ ールセンターの運用 (24時間365日）
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3 賑わい都市・新宿の創造
(6)交通環境の整備

放置自転車等対策の推進
（自動二輪車の駐車対策）

［みどり土木部］

110 

゜
土木費土木管理費交通安全対策費

自動二輪車の駐車対策を推進

・民間駐車場事業者への受入れ要請
• 自動二輪車駐車場の利用促進

・区内4警察署への違法駐車指導• 取り

締まりの要請

一般事務費
（自転車シェアリングの推

進）

［みどり土木部］

土木費土木管理費土木総務費

安全で快適な鉄道駅の整
儲促追f

38 

゜

区民の新たな移動手段の確保や地域・
観光の活性化、まちの回遊性の向上等
を目的とし、自転車シェアリングを推
進

・広域連携区との誤整
広域連携区千代田区・中央区コ港区

｀文京区ロ墨田区 ・江東区
・品川区・目黒区・大田区
，渋谷区 ，， 中野区 ，杉並区

ロ練馬区

安全で快適な鉄道駅の整備
促進
〖計画 ］

［都市計画部］

土木費都市計画費都市計画推進費，
I 

その勉

みんなで進める交通安全
（交通安全運動の推進等）

［みどり 土木部］

20 

19,006 

゜

゜

バリアフリーの基盤整備
（鉄道駅のバリアフ リー整備促進）

鉄道駅の安全性向上や快適な利用空間
を整備

・事業者協議

大久保地域の環境・混雑対策を実施

安全かつ快適な歩行環境を確保するため、
交通誘導員等を配置 15, 35・1千円

土木費土木管理費交通安全対策費

鉄道施設の整備促進

［都市計画部］
20,333 OI拡充

土木費都市計画費都市計画推進費

西武新宿線（高田馬場駅から西側の区
内区間）における開かずの踏切対策を
推進

口開かずの踏切対策検討調査業務委託

〈新規〉 20,306千円

• 関係機関との調整
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3 賑わい都市。新宿の創造
(7) 豊かなみ どりの創造と魅力ある公園等の整備

単位：千円

新宿らしいみどりづくり

新宿ら しい都市緑化の推進

［みどり 土木部］

土木費土木管理費 緑化推進費

8,574 

゜

区有施設等でのみどりの創出

• 公共施設緑化やビオトープ等の維持管理
及び支援 5,386千円

区有施設の緑化支援 4か所
ビオ トープの維持管理 3か所
大久保つつじの維持管理 1か所

• 自然観察会等 600千円
自然や生物多様性への興味と理解を
向上するため、公園で野鳥や毘虫等の
観察会（年2回）及び生き物調査を実施

建築物の屋上や壁面などの緑化推進

• 屋上緑化見本園維持管理等 1'13千円
・緑化助成 2,475千円

屋上緑化助成 補助上限額300千円
壁面 緑 化 助 成 補 助上限額100千円

接道部緑化助成
ブロック撤去生垣新設助成
ブロッ ク撤去植樹帯新設助成
植樹帯助成

区内｝こある大き な樹木、まと まった樹
林等を保護樹木、保護樹林、保護生垣
等に指定し、都市部における貴重なみ
どりを保存支援

樹木、樹林等の保護助成

［みどり土木部］

土木費士木管理費緑化推進費

17,592 

゜

・保餞助成

規模（令和4年10月l日指定）
樹木 1, 291本
樹林 90, 045m 
保護生垣 1,241m 

・保護樹木等移植質助成

• 特別保護樹木(※)維持管理
・保護樹木等維持管理

・ 維持管理等の支援
保護樹林落葉回収処理

保護樹木等維持管理委託
・保護樹木健全度調査
• その他保護樹木標識等

7,!521千円

300千円
428千円
611千円

485千円
7,290千円
396千円
561千円

※特別保護樹木• ••
保護樹木等のうち、地域の象徴となっている
樹木など
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3 賑わい都市・新宿の創造
(7)豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備

浙宿中央公圏の壁力洵上

新宿中央公園の魅力向上
〖計画〗

［みどり土木部］

土木費 公園費 公園新設改良費

みんなで考える身近な公
國の整倫

みんなで考える身近な公園
の整備
！計画】

［みどり土木部］

土木費 公園費 公園新設改良費

56,2401 37, 7081拡充

10,802 

都支出釜
4,600 

繰入釜
33,108 

OI拡充

新宿中央公園の整備

新宿中央公園魅力向上推進プランに基
づき、新宿中央公園の特色や魅力をさ
らに活かして、にぎわいのある公園づ
くりを推進

・整備工事 〈新規〉 33, ・108千円
北エリア（自転車駐翰場整備）

U 設計委託〈新規〉 23,004千円

北エリア（花のもり）

地域の公園を対象と して、公園利用の
活性化を図るため、公園周辺住民との
協働により公園を整備

・対象公園 東五軒公園 (799.10ポ）

• 設計委託〈新規〉

・事務費

10,542千円

260千円
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3 賑わい都市。新宿の創造
(7) 豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備

公園満設の尉厨的更薪

公園胞設の計画的更新
〖計画］

［みどり土木部］

68,879 15,0001拡充

公園施設の長寿命化

「新宿区公園施設長寿命化計画」に基づ
き、公園遊具等の計圃的な更新や補修を
行い 安全で快適な公園づくりを推進

u 公園遊具の更新等 55, 778千円

102施設→i16施設〈拡充〉
遊具更新等規模

上落合西公i醤 外'IO園 14施設

，遊具の定期点検委託 4,950千円

公園施設点検管理士等の専門技術者に
よる点検

・トイレ等の・-消し施設健全度調壺委託
〈新規〉 8,'!51千円

専門技術者による健全度調査
5年に1回実施

国威支俎釜

土木費公園翌 公園新設改良費- . - - . 

消潔でぎれI,Thなf・イレづb

くり
,_ ''--・・・ 曹・・-・------、...ヘ···- ' ---- ' ' ---—___,,,,,,,, ',_ 

清潔できれいな公園 トイ レづくり
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清潔できれいなトイレづく
り（公園トイレ）
〖計両l

［みどり土木部］

土木費公園費公園新設改良費

92,424 15,9131拡充

都支俎笠

S 改修工誤 60, 714千円

戸塚公園・西早稲田児童遊園〈拡充〉

・改修設計 3, 751千円
中落合公園•西戸山公園2号地〈新規〉

＂洋式トイレの設筐 25,419千円
甘泉園公園，鶉巻南公園 ・みなみもと町

公園• 清水川橋公園 ＂北新宿公園 〈新規〉
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3 賑わい都市 。新宿の創造
(7) 豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備

清潔できれいなトイレづく
り（公衆トイレ）
〖計画］

［みどり土木部］

土木贅公園費公衆便所翌

そtJ)勉

魅力ある水辺づくり
（アユが喜ぶJI[づくり）

［みどり土木部］

土木費土木管理費土木総務費

1, 615 OI拡充

9,468 OI拡充

単位 ：千円

清潔できれいな公衆トイ レづくり

清潔でバリアフリーに配慮した誰もが
利用 しやすいトイレに改修

'改修設計
南蔵院前公衆便所〈新規〉

区民の神田川への知識と関心を深める
ため、＇神田）I[ファ ンクラブ及び神田JII 
ふれあし、コ・-サ` ー等を運営

• 神出Jl!Jァンクワブの運営 434千円

小学生の部
施設見学の実施 3回〈新頬• 再開〉

・・-般の部
神田川クルーズの実施

1回〈新規 ，再諄府〉

• 神田川ふれあいコ-・ナ・-等の選営
9,034千円

親水・テラス一般開放
20日→30日 〈拡充〉
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3 賑わい都市。新宿の創造
(7) 豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備

魅力ある水辺づくり

単位 ：千円

さくらの名所である神田川、外濠、妙
正寺川をライ トア ップし、賑わいを創
出

a 令和5年3-4月開催 2か所

神田川 曙橋～仲之橋周辺 約505m
妙正寺JII 西落合公園周辺 約-190rn

• 令和6年3~.,4月開催 5か所

神田川 噂橋～仲之橋周辺 約5015m（水辺のさ くらのライ ト
アップ） 30,326 OI拡充 I 妙正寺J!I 西落合公園周辺 約190m

［みどり土木部］

公園及び児童遊園等の維持
管理（その他の維持管理）

［みどり土木部］

土木費公園費公園管理費

122,410 809 

薪部支出金

神田川 小滝橋～新堀橋周辺

〈新規 再`開〉 約930m
外濠 市ヶ谷椙～新見附橋周辺

〈新規• 再開〉 約47-!m
神田上水公園〈新規 • 再開〉 約410m

大久保地絨の環境晨雑対策を実梅

z 公園スタッフ配置等経費 10, 736千円
西大久保公園に飲食及び滞留スペースを

確保

〔物価高脱対応経費 143千円〕
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3 賑わい都市・新宿の創造
(8)地球温暖化対策の推進

池球温暖化対策の描進

区民省エネルギー意識の
啓発
［計画］

［環境清掃部］

環境清掃費環境清掃費環境対策推
進費

91, 133 I 13, ooo I拡充

緒殷入

単位：千円

区民一人ひとりの省エネに対する意識
向上の促進・支援

・家庭・環境にやさしい暮ら しコンテス ト
（エコワ ングランプリ ）の開催 1,327千円

・エ コライフまつりの開催 1, 041千円

・省エネ普及啓発事業 6,389千円

家庭で取り組むべき省エネ行動内容の講座
等を開催

a 打ち水大作戦等の実施

a みどりのカーテン普及事業

283千円

5, 103千円

・省エネルギー機器の設置補助等 〈拡充〉
69,744千円

太陽光発電システム設置 30件→50件
（補助上限額300千円）

高効率給湯器設置 20件→30件
（補助上限額100千円）

家庭用燃料電池設置 50件
（補助上限額100千円）

高反射率塗装 50件→75件
（補助上限額200千円）

断熱窓改修工事費 45件
（補助上限額100千円）

集合住宅共用部LED設置 60件→80件
（補助上限額300千円）

蓄電池シス 'Tム設置 30件
（補助上限額100千円）

「ゼロカーボンシティ新宿」普及啓発
読本作成〈新規〉 3,509千円
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3 賑わい都市・新宿の創造
(8) 地球温暖化対策の推進

i 

I 
事業者省エネルギー行動等 ！
の促進
［計画】

［環境清掃部］

33,017 OI拡充

事業者活動への支援

区内事業者の省エネルギー活動等への
支援

・ 環境経営コンテストの開催
（エコワングランプリ）

・省エネ技術研修セミナーの開催
年3回開催対象約100人

•太陽光発電システム設置
（補助上限額800千円） 1件

・LED照明設置
（補助上限額500千円）
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1, 913千円

226千円

800千円

20,000千円

40件

• 高効率空調設備設置〈新規〉 10,000千円

（補助上限額500千円） 20件

「新宿再エネオークション」の普及

66千円

区が取り組む地球温瞑化
対策の推進
【計画】

［環境清掃部］
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区が取り組む地球温暖化対策

• 「新宿の森Jの整備事業 20,080千円

カーボン・オフセットによるC O2削減
を目的に伊那市・ 沼田市・あきる野市で

森林を整備

「新宿の森」交流学習体験事業
（新規• 再開`）
伊那市2回 沼田市 1回 あきる野市 1回

4. 607千円

痰境滑掃装環境清掃費廣境対策推
准黄

区が取い組む地球温暖化
対策の推進
【計画】

圭幻In虚吠入
・区有施設でのみとりのカーテン事業

550千円
_、, ，・- ' '-・'. - .'' '' ''  

13,350 

。
拡充

清掃事務所 （設備整備）

［環境清掃部］
環境濱柄喘環境清掃贄覆境膚掃睦
設費

--
区が取り組む地球混尺化
対策の推進
［計画】

［環境清掃部］
環境清掃費環境清掃費環境澤丹施
's-・r"考
収雰

歌舞伎町清掃センタ ー照明 LED化工事

〈新規〉

49,868 

゜
拡充

新宿中憂 ・資源センター （設備整備）

• 新宿中継・資源センター照明 LED化工事

〈新規〉
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3 賑わい都市 ・新宿の創造
(8)地球温暖化対策の推進

<>-

事 業 名 予算額 I特定財源I種別 説

単位：千円

明

区が取り組む地球温暖化 I リサイクル活動センター（設備整備）

対策の推進
3,210 【計画】 〇拡充 • 西早稲田リサイクル活動センター照明

LED化工事〈新規〉

［環境清掃部］

環境清掃費環境清掃費環境清掃施
設費

環境学晋“環境教育の淮
進

区民一人ひとりが環境問題に関心を持
ち、実践できるように環境学習・環境
教育を推進

環境学習・環境教育の推進 I
• 夏休みこどもエコ講座「エコにトライ」
の開催 178千円

3, 729 

゜
・環境絵画展の開催 778千円

［環境清掃部］ • みどりの小道環境日記 509千円

・エコ・チェックダイアリーの作成 990千円
・環境保全のしおりの作成 760部 518千円
・環境学習ガイドの作成 15,000部 388千円

・環境パネルの作成 40千円

・エコ リーダー養成講座の開催 176千円

環境清掃費環境清掃費環境対策推
進費

「環境学習発表会」を開催するほか、
環境負荷の低減や自然との共生を意識
した学校施設の整備

環境教育の推進

［教育委員会］

2,583 

゜
・環境学習発表会 年1回開催
環境問題に関する基調講演
各学校の実践事例の発表
事業者の取組の紹介

• みどりのカーテンの推進 2,201千円
小学校29校、中学校10校、特別支援学校1校

382千円

教育費教育総務費教育指導研究費

3 娠わい都市・新宿の親造
(B)地球温曖化対策の描進に闊連する事業（再掲）

道路の環磨郊策 (115頁）
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3 賑わい都市・新宿の創造
(9) 資源循環型社会の構築

ごみ発生lf!l刷を墓率とす
るごみの減量とリサイク
ルの擦進

3R推進協議会の運営等

ごみの発生抑制を基本としたごみの
絨量と リサイクルの推進に向けて、
区民、事業者及び区による意見交換
の場として、 「3R推進協議会」を
運営

ごみの発生抑制の推進
〖計画］

［環境清掃部］

4,106 

゜

・3R推造協議会の開催 5回 600千円

• 新宿エコ自慢ポイントの実施 1,072千円

・311推遥キャンペーンイベントの実施
1, 994::1こp:1

・デジタルサイネージによ る啓発
440干円

※3 R ... 
Reduce (リデュース）発生抑制
Reuse (リュース）再使用

Hecycle (リサイクル）再生利用

環境清掃費環境清掃費嚢源清掃専

食品ロス削減の推進
［計画］

［環境清掃部］

3, 777 1,8471拡充

区民、 事業者、区の様々な主体が連
携し、相互に理解を深めながら、食
品ロス削減に関する取組を推進

。食品ロス削減協力店登録制度の実施
598千円

・フードドライブの推進 61千円

・家庭における食品ロス発生最等
モニター調査の実施〈新規〉 219千円

・啓発動画・ガイドブックの作成〈新規〉
2,816千円

都支田笠

環境清掃黄環境清掃費資源清掃事
業費
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3 賑わい都市。新宿の創造
(9) 資源循環型社会の構築

資源回収の推進
〖計画l

1,804,4251 217,3051拡充

［環境清掃部］

環境清掃費環境清掃費資源清掃事
業費

使房斜及び

手数斜
68,382 
諸殷入

148, 923 

リサイクル活動団体への支援
89,177千円

＂集団回収 580団体
・活動支援物品等の支給
・集団回収事業者支援金の支給

古紙の回収 242,724千円
（新聞、雑誌、段ボール、紙パック）
直週1回 資源。ごみ集積所回収

25,893カ汁所
• 紙パック 拠点回収区有施設22か所

びん，缶の分別回収 721,430千円
＂週 1回 資源，ごみ集積所回収
25, 893カ＼戸斤

ペットボトルの回収 344,526千円
• 週1回 資源・ごみ集積所回収

25,893カヽ月斤

乾電池の回収 10,549千円
• 週1回 資源・ごみ集精所回収
25,893か所

．拠点回収 52か所

（区有施設38か所 民間協力施設14か所）

白色トレイの回収 1,587千円
．拠点同収 区；；有施設22か所

プラスチックの回収 373,6:38千円
＂選 1回 資源・：ごみ槃猪所回収
25. 89'.3か所

，プラスチッ クl案沼製品廃緊物の資源化

に向げた準備〈新規〉 23,567千円

小型電子機器等の回収 12,649千円
コ拠点回収 19か所

（窓口7か所、回収ボックス12か所）
• 月2回 資源・ ごみ集積所回収
25,893か所

蛍光灯等の回収 8,145千円
• 月2同 資源• ごみ集積所回収
25,893カ、F斤

〔物価高騰対応経費 30,020千円〕
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3 賑わい都市・新宿の創造
(9) 資源循環型社会の構築

単位 ：千円

事業系ごみの減量及び再資源化推進を
目的とした、事業用大規模建築物への
検査、指導及び啓発

事業系ごみの減量推進

2,699 

゜

□ 建築物への立入検査及び啓発等

2, 141千円
延床面積3,OOOm以上 200件
延床面積1,ooom以上3,OOOm未満

150件

置廃棄物管理費任者講習会の開催 558千円
eラーニング講習 2回

［環境清掃部］

環境清掃費環境清掃費 資源清掃事
業費
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3 賑わい都市。新宿の創造
(1 0) 活力ある産業が芽吹くまちの実現

単位：千円

観光と一体となった産業
振鹿

「しんじゅく逸品」を活かした新宿ブ
ランドの発信とともに金融機関と連携
して販路開拓を支援

• しんじゅく逸品PRイベン トの開催
9,521千円

しんじゅく逸品の普及
実施回数年l回 (2日間）
新宿駅西口広場イベントコーナー （予定）

〖計画 】
17,943 〇拡充

a しんじゅ く逸品登録 2,422千円

［文化観光産業部］ しんじゅく逸品紹介冊子の改訂 10,000部

• 金融機関と連携した 「しんじゅく逸品」
販路開拓等支援 〈新規〉 5,000千円

令和4年度信金中央金庫ふるさ と応援団
寄附金相当分を活用

・地場産業 「Azalee」周知支援補助金
1,000千円

※「Azalee(アザリー）」
区の地場産敷である染色業及び印刷 • 製本関逗
業の強みを活かした商品開発を支援するために

文化観光産業費産業経済費 産業振 ＇
生まれたデザインプロジェクト

興費

観光と一体となった産業振 優れた技術 。技能を持つ方を、新宿も
興（新宿ものづくりの振 のづくりマイス ター 『技の名匠』に認
興） 552 

゜
定

「文化観光産業部］ 。新宿ものづくリマイスタ・--予裂定
評価委員会の開催等 393千円
パンフレット 1,500部 159千円

文化観光産業費産業経済費産業振
興費

観光施策の推進（観光資源を活かした

多彩な観光資源を活かした 1
I 区内回遊性の向上）

区内回遊の促進
観光資源や文化歴史資源を、 マップや〖計画 ］

6,915 2,675 ホームページ等により情報発信

［文化観光産業部］
・エリア別マップの配布 (20万部）

4, 180千円

・エリア別マップのデータ更新
1, 705千円

諸殷入I 。文化観光資源案内サイトの運用
文化観光産業費 文化観光費文化観 I 1, 030千円
光振興費
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3 賑わい都市・新宿の創造
(1 0) 活力ある産業が芽吹くまちの実現

新宿観光振興協会事業助成 区内への観光客の増加と地域経済再生
等（新宿の魅力開発・向上 に向けた取組を推進
による観光活性化に向けた

20,130 〇拡充 I 調査・検討） • 新宿の観光資源の発掘及び既存の観光
資源の魅力向上による観光活性化に向

［文化観光産業部］ けた調査・検討〈新規〉
検討組織の設置
新宿の魅力を体感できるツアーの検討

文化観光産業費文化観光費文化観 I モニターツアーの実施
光総務費

中小企業新事業飼出支桜

＋ 
創業気運の醸成及び新たな事業創出を
支援するため、ビジネスプランコンテ
ストを開催

中小企業新事業創出支援
・コンテスト開催等 4,539千円

（新宿ビジネスプランコ ン
応募要件の年齢制限 (35歳以下）を撤廃
するとともに表彰制度を充実〈拡充〉

テスト） 5,614 〇拡充 応募要件
区内に在住• 在学・ 在勤または区内

［文化観光産業部］ 中小企業者
表彰制度
最優秀賞50万円
優秀賞20万円
評価委員特別賞10万円
学生賞20万円〈新規〉

・キックオフセミナー開催等 1,075千円
I 

文化観光産業費産業経済費産業振
輿費

中小企業新事業創出支援 祈事業創出を支援するため、 新製品・ 新

（新製品・新サービス開発 サービスの開発に対し、経費の一部を

支援助成） 7,601 

゜
助成

［文化観光産業部］
• 助成金 1,000千円 x7件 7,000千円
・評価委員会の開催等 601千円

開催回数 4回
I 

文化観光産業費産業経済費産業振
興費

中小企業新事業創出支援 新事業創出のための連携を支援するた

（新宿ビジネス交流会）
480 

゜
め、中小企業者の交流会を開催

［文化観光産業部］ • 新宿ビジネス交流会 480千円
開催回数 1回

文化観光産業費産業経済費産業振
興費
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3 賑わい都市 ・新宿の創造

(1 0) 活力ある産業が芽吹くま ちの実現

単位：千円

その勉

中小企業支援ネットワーク I 
中小企業の現状 ・課題に関する情 報 交

会議の運営
152 0 新規 換や施策検討な どの場として、金融機

［文化観光産業部］
関とのネ ッ トワーク 会議を創設

文化観光産業費 産業経済費 産業経 ュ全体会議、分科会の開催
済総務費

環境の保全 ・改善に資金が必要な区内

融資資金の利子補 給等 （環 ＇
， 中小企業者。 個人事業主を支援

境保全資金利子補給） I 270 〇 拡 充
環境保全資金〈拡充〉 106千円
，対 象

［文化観光産業部］ 再生エネルギー比率50%以上の電力等へ
の切替を実施している中小企業者 、個人
事業主を追加〈拡充〉

・貸付限度額 500万円
・貸付期間 5年以内（据置6か月以内）

文化観光産業費 産業経済費産~~~
・貸付利率 年利1.8% 

興費
・補給利率 貸付利率の2/3

新型 コロナウイルス感染症や物価 高騰

等の影響により、事業活動に影響を受

ける区内中小企業者・個人事業主を支

振

融資資金の利子補給等 （商
商工業緊急資金（特例）〈拡充〉 113, 120千円

工業緊急資金利子補給）
694,348 〇 拡充 ・対 象

感染症や物価高騰等の影響により、 一
［文化観光産業部］ 時的に売り上げの減少等、業況悪化を

きたしている、または悪化が見込まれ
る中小企業者・個人亭業主

膚貸付限度額 ・1, 000万円→2,000万円
・貸付期間 7年以内（据置12か月以内）

→ 10年以内（据置24か月以内）
・貸付利率 年利-1.8% 
・補給利率 貸付利率の10/10

文化観光産業費産業経済費 産業振
〔物価高騰対応経費 694,348千円〕興費

区内で創業するために運転・ 設備資金

融資資金の利子補給等（創 が必要な区内中小企業者・ 個人事業主

業資金利子補給） を支援
11,237 〇 拡充

［文化観光産業部］
I 創業資金利子補給〈拡充〉 2,898千円

・貸付限度額 2,000万円
・貸付期間 7年以内（据置12か月以内）
・貸付利率 年利1.8% 

文化観光産業費産業経済費産業振
・補給利率 年利1.4% 

輿費 →年利1.6%〈拡充〉
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3 賑わい都市・新宿の創造
(1 0) 活力ある産業が芽吹くまちの実現

中小企業活性化支援（経営
力強化支援事業）

［文化観光産業部］

文化観賛E産業費産業経済閤
興費

中小企業活性化支援（売上
向上実践講座）

［文化観光産業部］

文化観光産業費産業経済費 産業振
興費

976,675 

5. 100 

O! 新規

新型コロナウイルス感染症や物価高騰
等の中でも、区内中小企業者・個人事
業主が事業活動を継続できるよう全業
種を対象に総合的に支援

→経営計画等策定支援 45,000千円
補助率10/10 150! 牛

・補助金申請手続支援 1:35, 000千円
補助率10/10 450件

3 販売促進，業態転換支援 120,000千円

補助率4/5 400件
u インバウン ド対応支援 6,000千円

補助率4/5 20件
補助上限額300千円
（上記4つの支援内容の合計）

・IT・ デジタル対応支援 80,000千円
補助率4/5 100件

• 設個等賠入支援 560,000千円
補助率4/5 700件

補助..t:限額800千円
Ct環砂つの支援内容の合計）

＇・ 展示会等出展支援
補助率4/5 50件

補助上限額300千円

15, OOO・TF9 

区内中小企業者 。個人事業主Cl)経営カ
強化のため売上向上実践講座を実施

ユ対象

区内中小企業等の経営者及び従業員

・売上向上実践講座
Oi新規 I 専門家や［まかの参加者とのグループワーク

を通 じて企業経営や店舗運営について、よ
り理解を深める講座

• 講演会

売上向上に結びつく企業経営や店舗運営の
考え方や手法についての講演会



133

3 賑わい都市・新宿の創造
(1 0) 活力ある産業が芽吹くまちの実現

地場産業の振興（地場産業
団体の展示会等支援）

［文化観光産業部］

文化観光産業費産業経済費産業振

池峡商業活性化推遺事業

［文化観光産業部J

文化観光産業費産莱経済費産業振
興費

9,000 

1,144,{)86 

単位：千円

地場産業団体が企画、実施する事業を
支援し、地場崖業の活性化を推進

・地場産業団体支援事業補助金 4,000千円
補助対象経費 2,500千円

補助率 4/5 

• 金融機関と連携した地場産業の販路開拓

OI拡充 I 等支援〈新規〉 5.000千円

01拡充

令和4年度信金中央金庫ふるさと応援団
寄附金相当分を活用

地域経済の活性化及び物価高騰等にお
ける生活支援のため、プレミアム付商
品券事業を実施

• プレミアム付商品券事業 1,144,386千円
プレミアム率25%→30%〈拡充〉
10,000円で13,000円の商品券を販売

内訳共通券 6,500円
専用券 6. 500円

商品券利用可能店鋪
共通券

全ての取扱店舗
専用券

大企業を除く中小企業の取扱店舗

発行総数 100.000冊→300,000冊
〈拡充〉

内訳 デジタル商品券 180.000冊
紙商品券 120,000冊

実施期間 令和5年8月から令和6年1月
（予定）

〔物価高謄対応経費 1, 144, 386千円〕
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3 賑わい都市 ，• 新宿の創造
(1 1)魅力ある商店街の活性化に向けた支援

にぎわいにあふれ環境に
もやさしい商店街支援

にぎわいにあふれ環境にも
やさ しい商店街支援

［文化観光産業部］

文化観光産業費産業経済費産業振
奥費

306,9431 132,3541拡充

都支出釜

単位 ：千円

商店会等が実施する、まちのにぎわい
や交流を創出するためのイベントや、
街路灯の設置・改修等を支援

・イベント事業 -128, 570千円

補助率 2/3・4/5 
補助上限額 2,666千円

(1商店街あたり2事業まで）
※新宿区商店会連合会が主催する事業は

補助上限額 6,000千円

・活性化事業

施設整備等
補助率 2/3 
補助上限額 50,000千円

組織力強化事業
補助率 11 /12 
補助上限額 20,000千円

多言語対応事業
補助率 5/6 
補助上限額 8,333千円

81, 109千円

・環境事業 10,598千円
補助率 4/5 
補助上限額 50,000千円
※都の補助金（東京都政策課題対応型

商店街事業）を利用した場合は
補助率1/10

・商店会共同販促支援事業 60,000千円
補助率 10/10 
補助上限額 1,000千円→2,000千円

〈拡充〉

• 未来を創る商店街支援事業 26,666千円
〈新規〉

補助対象
商店会のグランドデザイン策定や事業

実施にかかる経費
補助率 5/6 
補助上限額

調査費用 1, 666千円
グランドデザインに基づく事業

25,000千円
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3 賑わい都市・新宿の創造
(1 1) 魅力ある商店街の活性化に向けた支援

単位 ：千円

大学等との連携による
商店街支桜

大学等との連携による商店街支援策と
して、商店会等の地域資源を活用した
事業への補助を行い、商店街の魅力づ
くりを推進

大学等との連携による
商店街支援

〖計画】

［文化観光産業部］

12,087 

゜

• 大学等との連携による商店街支援
補助上限額

慕前調査 (1年目） 1,000千円 x2件
謳業実施 (2" 3年目） 2,000千円x5件

補助率 10/10 

文化観光産業費産業経済費産業振
興抒

商店街の魃力づくりの椎
進

魅力ある商店会等の活動事例の紹介や
地域ブラ ン ドの創出など、商店経営・
商店会活動の参考となる情報を提供

商店会情報誌の発行

［文化観光産業部］
13,594 

゜

・情報誌発行「新宿商人」 13,594千円

発行回数 4回
(6月、 9月、 12月、 3月）

発行部数各6,800部

文化観光産業費 産業経済費産業振
興費
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3 賑わい都市・新宿の創造
(1 2) 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

単位：千円

薪宿の魃力としての文化
の叡’ と発倍

新宿の魅力としての文化の
創造と発信
［計画］

［文化観光産業部］

文化観光産業費 文化観光費 文化観
光振興費

31,923 

゜

新宿フィールドミュージアム

区内の文化歴史資源を活用した文化芸
術イベントを通して、新宿のまちの魅
力を創造• 発信

・催事委託等 30,348千円

10月-11月の文化月間に区内で開催される
各種イベントの相互連携を図りながら、
集中的に発信

コアイベントの実施
「音楽のまち 新宿」を目指す音楽

イベントを実施
ガイドブック作成 20,000部x1回

・サポーター制度 876千円
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3 賑わい都市・新宿の創造
(1 2) まちの歴史や記協、文化、芸術など多様な魅力による賑わいの創造

新宿の歴史，文化の駆カ
洵上

新宿の歴史・文化の魅力向
上
［計画］

［文化観光産業部］

文化観光産業費文化観光費文化観
光振興費

その他

大新宿区まつり

［文化観光産業部］

文化観光産業費文化観光費文化観
光振興費

3 娠わい部市・新宿の親進

25,476 4,4001拡充

都支出絵

43,020 OI拡充

単位 ：千円

新宿の歴史・文化の魅力向上のため、
区内の博物館・記念館を巡るイベント
等を開催

・アニメ・漫画等を活用したイベント
10,269千円

• 夏目漱石コンクール 8,247千円
読書感想文• 絵画コンクール
対象：小学生 口中学生・高校生

• 基金周知等 3,343千円
・地域広帯域移動無線アクセス（地域BWA)
システムによる無料公衆無線LAN環境の
整備・運用〈拡充〉 3,617千円

漱石山房記念館、林芙美子記念館

新宿歴史博物館、中村葬アトリ エ記念館
佐伯祐三アトリエ記念館

※地域広帯域移動無線アクセス（地域BWA)システム
2. 5GHz帯の周波数の電波を使用し、地域の公共
サービスの向上や条件不利地域の解消等、 地域
の公共の福祉の増進に寄与することを目的とし
た雷気通信業務用の無線システム

※漱石山房記念館に加え、林芙美子記念館でクラ
ウド型ミュージアムアプリ等を活用した来館者

サービスを実施

新宿区の多様な文化を発信するとと も
に、区民や来街者の交流の機会を創出
するため、 「ふれあいフェスタ」を開
催

置ふれあいフェスタの開催〈新規• 再開〉
42,470千円

日時 令和5年10月15日 （日）
場所 都立戸山公園

新宿スポーッセンター

参加団体約80団体
来場見込約60,000人

・地域まつり紹介Webページの作成 550千円

(1 2)まちの歴史や記憶、文化。芸術など多様な継力による願わいの叡造
に闘連する事業（再掲）

多彩な観党貸源を活かした区内回遊の侶連 (129頁）
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3 賑わい都市。新宿の創造
(1 3) 国際観光都市・新宿としての魅力の向上

単位：千円

新宿プランドを活用した
取組の稚進

魅力ある観光情報の発信
【計画］

［文化硯光産業部］

27,487 OI拡充

新宿観光振興協会事業助成等

国際観光都市としての魅力とブラン ド
力向上を図るため、国内外へ観光情報
を発信

・観光惰報誌「新宿plus」の発行
16万部 13,509千円

饂海外へのプロモーシ ョン〈新規〉
9,968千円

WEBサイト、 SNS、フリ ーマガジン等

を活用し効果的に情報発信
・ホームページ・ SNSの運営等 4,010千円

文化観光産業費文化観光費文化観
光総務蓑

観光と一体となった産菜振翼
（しんじゅく逸品の曹及） （屏掲）

多彩な観党貸源を活かした区内回遊の侶淮（再掲）

(129頁）

(129頁）

新宿フリーWi-Fiの運思等

新宿フリーWi-Fiの運用等

［文化観光産業部］
16, 158 

゜

無料公衆無線LAl¥J環境の運用等

無料公衆無線LAN環境 「新宿フリーWi-
Fi」を運用

コ既設運用経費 15, 927千円

・民間アクセスポイントカスタマイズ
(10件） 55千円

・周知啓発 176千円

文化観光産業費 文化観光費文化
観光総務費
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3 賑わい都市・新宿の創造
(1 3) 国際観光都市・新宿としての魅力の向上

薪宿観光案内所の運営

新宿観光案内所の運営

［文化観光産業部］
36,698 

゜

新宿観光振興協会事業助成等

区内の各エリアの魅力を提供する こと
で回遊性を高め、 何度も訪れたくなる
国際観光都市 ・新宿を実現

“案内業務委託 32,846千円

文化観光産業費文化観光費 文化観
光総務費

その他

ふるさと納税管理事務

［総務部］

69,563 

区内で生産された商品が手に入るモノ
消費と、新宿ならではの体験ができる
コト消費などの返礼品を導入

• ふるさと納税返礼品に係る業務委託等
58,403千円

返礼品代、返礼品の企画開発、返礼品発
送手配、コールセンター運営、寄附情報
の管理等

• ふるさと納税ポータルサイト利用料・決済
O[新規 I 手数料 11, 160千円

総務費 総務管理費一般管理費

3 娠わい都市・新宿の親造
(1 3)屏際親光部市・薪宿としての魃力の固上にl!IJ連する襄業 （毎掲）

臼転専等の適正刹If!の揺泄 I 
（一般緯務贅 ・臼転章シェアリングの揺泄）

(117頁）
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3 賑わい都市・新宿の創造
(1 4) 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

子ども続書活動の淮進

「第五次新宿区子ども読書活動推進計
画」に基づき、子どもが読書に親しめ
る環境を整備

276千円
55千円
68千円

子ども読書活動の支援
（子ども読書活動の推進）

［教育委員会］

教育費 図書館費図書館費

子ども読書活動の支援
（絵本でふれあう子育て支

援）

20,332 OI拡充

・児童文学者による講演会等
• 中高生向けイ ベント

• 本と絵本の講座

置プレママ・プレパパ保護者向け

読み聞かせ講座 68千円
・保育所等への団体貸出サービス 100団体

3,412千円

“児童図醤の充実 3,300冊 7,086千円
• 子ども読書活動推進会議 156千円

・推薦図書 リストの作成等 789千円
「第六次新宿区子ども読番活動推進計画」

の策定 〈新規〉
計画期間 令和6年度から令和9年度

アンケート調査及び計画策定委託

8,422千円

［教育委員会］

教育袈 図書館貸図壱節費

スポーツ環境の整儲

5,649 

゜

スケジューサレ
5月
10月
11月-'12月

3月

アンケー ト調査実施

素案作成
パブリック・ コメント

実施
計画策定

乳幼児健診対象者に絵本を配付し、
子どもが読書に親しめる環境づくり
を支援

• 絵本の配付

対象 3--4か月児及び3歳児

スポーツ環境整備方針の
改定
［計画] 14, 036 

［地域振卯部］

地域振奥費地域振輿費 生涯学習ス
ポーツ振興費

スポーツ環境調査

「新宿区スポーツ環境整備方針」の改
定に向け、スポーツ環境調査を実施

01新規I・スポーツ環境調査 13,860千円

対象

18歳以上の区民 10,000人
スポーツ受付システムに登録されて
いるスポーツ団体 2,000団体

新宿スポーッセンター、新宿コズミ

ックスポーツセンタ ーの中学生以上

の利用者 3,000人
調査方法 郵送及びインターネット回答
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3 賑わい都市・新宿の創造
(1 4) 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

スポーツコミュニティ の

推進
〖計画］

［地域阪興部］

3,007 

゜

新宿未来創造財団運営助成

スポーツ環境を支える団体等との連携

強化を図り、スポーツを楽 しむ場や機
会を提供

・トップアスリート練習見学 ェ体験会
2,640干円

＂新宿スポレク （令和5年10月開催）
での体験会・腑演会等 367千円

地域振興費地域振興費地域振興総
務費

スポーツコミュニティの
推進
〖計画］

［地域振興部］

8,865 OI拡充

スポーツ環境の整備や、スポーツ事業
の開催

。スポーツ体験
年11回 8, 631・:f・f11 

＇・パラスポーツ体験会等の開催 〈新規〉
年3回 234千円

地域振興費地域振興費生涯学習ス
ポーツ振興費

運動広場の関放

［地域振興部］

地域振奥費地域振興紫生涯学習ス
ポ・・--ツ振興費

18, 0'.34 572 

運動広場の間放

n 江戸川河川敷グラウンド還営
※利用料金 1時間 2,500円

ス ポーツ施設を改修し、区民の利便性

の向上とスポーツ参加を促進

スポーツ施設整備基金を活 1 新宿スポーツセンター（設備整備）
用したスポーツ施設の整備 315,708千円

〖計画】 315,708 315,242拡充

［地域振興部］

繰入釜

• プール天井設置等工取

• 大小体育室床等改修工事

221. 256千円

94.452千円

地域振興費地域捩輿施設費生涯学
習スポーツ協働施設費
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3 賑わい都市 。新宿の創造
(1 5) 多文化共生のまちづくりの推進

多文化其生の委ちづくり
の縮進

多文化共生のまちづくりの
推進
〖計画］

［地域振興部］

地域振興贅 地域振奥費多文化共生
推進費

2,912 

゜

多文化共生まちづくり会議の運営

多文化共生のまちづくりを総合的かつ
効果的に推進

蒻

容

会

内．
 

年6回開催 （全体会及び部会）
外国人住民と日本人住民が新宿で

共に暮らしていくあり方を審證

多文化共生のまちづくりの
推進
！計画］

［地域振腿部］

地域振輿費 地域振興費多文化共生
推進費, __ _ 

378 

゜

ネッ トワーク事業の推進

地域住民や外国人支援等の団体など多
様な主体による多文化共生のまちづく
りを推進

• 新宿区多文化共生遠絡会 年6回開催

・地域における多文化共生交流会の実施

地域で雰 らす外国人の文化を日本人に

紹介 し、多文化共生意識を涵養

多文化共生のまちづくりの
推進

〖計画］ 4 ， 8 ， 5 

「地域振薗部］

OI拡充

外国人への情報提供

外国人向け生活情報ホームページをリ
ニューアルし、効果的な情報提供体制
を整備

外国人向け生活情報；1て ••、.. 、ムページ改修
4,895千円

令和5年10月運用開始（予定）

地域振興費 地域振興費多文化共生
推進費

その他r

多文化共生実態調査

［地域振興部］

地域振興費 地域振興費多文化共生
推進費

10,772 OI新規

外国人と日本人が地域でともに生活し
ていくうえでの現状や課題を把握する
ための基礎調査を実施

• 多文化共生実態調査

対象
外国人住民 5,000人
日本人住民 2,000人

調査方法 郵送及びインターネット回答



143

3 賑わい都市・新宿の創造
(1 6) 平和都市の推進

平和啓発事業の稚進

平和啓発事業の推進
〖計画］

［総務部・教育委員会］

5,120 

゜

平和の啓発普及活動

平和展等 1,738千円
• 平和展の開催

区役所本庁舎、新宿歴史博物館
• 平和コンサート 1回
• 語り部派遣

戦争体験を若い世代に伝えるため
小学校などに語り部を派遣

• 会議等への参加
平和首長会議
日本非核宣言自治体協誤会
沖縄全戦没者追悼式
広島平和記念式典

親と子の平和派遣 2,047千円
a 区民の親と子 （小学4年～中学3年）

7組14人
広島市（令和5年8月5日-7日）

平和派遣者との協働事業 854千円
置協働攀業の開催 （各l回）

平和派遣報告会
すいとんの会
平和マッ プウォ--・キング
平和講深会• 映画会

半和のポス タ•一ー作品展 481千円
• 小学生• 中学生対象の展示

区役所1階ロビー
＂地域の 子どもたちが描いた作品の展示

各特別出張所

①総務費総務管理費 一般管理費
②教育費教育総務費 教育指導研究
費
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4 健全な区財政の確立
(1) 効果的・効率的な行財政運営

行致葬個刷度の椎進

区の施策や事業を客観的に評価

U 内部評価
内部評価実施結果の公表

行政評価制度
5,264 

゜
・外部評価

［総合政策部］ 外部評価委員会 15回開催
委員学諏経験者3人

区民・区内各種団体構成員12人
外部評価実施結果報告醤の作成等

a 区の総合判断
内部評価及び外部評価実施結果を踏まえ

総務費睾合務管理費企画調整費 た区の取組についての報告魯の作成

公民遥援（屁闇活朋）の
樅進

公民連携（民間活用）の推
・ 〇n拡充 民間の柔軟な発想や専門性を活かし、

進 質の高い行政サービスを提供するた

〖計画］ 1,314 め、民間提案制度を活用し、様々な
分野にまたがる民間との達携を推進

［総合政策部］
＂学 業提案の蒻菓
n 、民間事業者等を対象としたフォーラム
の謄僅

総務"費"""総''務"管"'理'"費'企'画"調"整'"'費'','""""| 
I ，．採用裏業の家業評価〈新規〉

効榮的“渤率的な業霧の
樅遥

' .. 効率的な業"務"の推.I I " 1 |―→！ —•• ----- -・-- -

効果的，

進｛計画l 11, 957： 1 

I I 業務改善の推進

ol ・ 業務手順口執行体制の見直し及び !CT
I 利活用等による業務改菩への取組

［総合政策部］

総務費総務管理費企画調整費

ICTを活用 した業務改善の推進

効果的｀効率的な業務の推 賃 RPAライセンスの購入
進 ·AI-O Cf~ の導入〈新規〉

［計画］ 14,760 〇 拡充 。会議録作成支援システムの運用

［総合政策部］
※RP A・・・
パソコン上で処理する一違の定型的な作業を自動
化するツール

※Al-OCR ... 
紙帳票を読み取り画像化し、手窮きの文字等をテ

総務費総務管理費電子計算事務費 『
キストデータに変換するツール
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4 健全な区財政の確立
(1) 効果的・効率的な行財政運営

一般事務費

［都市計画部］
20,012 ー

房辺し入

拡充

区立住宅管理に関する業務改善の推進

• 住宅管理システムの改修 〈新規〉
1, 375千円

優遇抽選制度の抽選業務システム化

※優遇抽選制度•••
区立住宅のう ち、障害者単身者向 け • 高齢者単身
者向け・シルバーピア単身者向けの 3区分におい
て、過去に同区分で 3回以上落選していた場合に

公募抽選の当選倍率を優遇する制度

土木費 住宅費 住宅総務黄

基幹業務システム基盤の
整儲

一 了丁r------
' 

：
 I
 

基幹業務ンステム基盤の整
備
【計画】

［総合政策部］

3
 

7
'
 

5
 ，

 

3J 
3
 

6
 

6,930 

天9
.
 

勺t
 

j
 堕]

 

，`

 

i
 

賢務事算舌
口子電黄理管務怠サず4菱務ふ心，希

拡充

住民記録 ・税等の区の基幹業務システ
ムについて、国が整備するガバメン ト
クラウドの活用及び標準準拠システム
の導入に向けた取組

• 標準準拠システムの導入に向けた準備
〈新規〉

・文字同定作業・文字管理システム運用
• 簡易開発環境の整備〈新規〉
・ガバメントクラウドの利用に向けた
ネットワーク環境整備〈新規〉

• 次期基幹業務システム利用のための
庁内情報基盤の再整備 〈新規〉

・情報連携基盤の再整備 〈新規〉
• 特別区民税、軽自動車税、国民健康保険料
の滞納整理支援システムー元化準備
〈新規〉

※ガパメ ントクラウド・・・
国が整備するクラウドサービスの利用環境

一般事務費
（電子計算恨賃借料等）
（国民健康保険特別会計）

［健索郎］

11,787 

。
拉充

収人率の向上のため、滞納整理部門
における業務手順や執行体詞い見直
しへの取組み

• 特別区民税、軽自動車税｀国民健康保険料
の滞納整理支援システムー元化準備〈新規〉

図民健康保装特別会計
務管理費 一般管理費

-

;
,；ーー、―,
'
...
 i_A●
―
―
 

総 i
 I
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4 健全な区財政の確立
(1)効果的・効率的な行財政運営

その池

電子調達システム等の運用

樟念秒5窮BJ

総務費総務管理費 財政管理費

第三次実行計画の策定

［総合政策部］

総務費総務管理費企画胴整驚

広報活動
（区政普及のための出版物

14,531 

3,368 

の発行） 43,996 

［総合政策部］

総務費総務管理費広報広聴費

単位：千円

東京電子自治体共同運営協議会が運営
する電子瓢達及び電子契約サービスの
活用

OI拡充 I ・電子調遮システムの還用 "12,546千円

• 電子契約サービスの導入〈新規〉

OI新規

OI拡充

1,985千円

「新宿区総合計画」の施策を着実に推
逓するため、 「新宿区第三次実行計
画」を策定

コ計画期間 令和6年度から令和9年度

・計画醤等の印刷

計画魯 ？―， 000部
素案 I, 000部

冨スケジュール

10月 素案作成
10~-, 11月 I℃ブリ ック＂ コメント実施

地域説明会腑催
1月 計画策定

「新宿区くらしのガイド」、 「新宿区
地図l等の制作

＂新宿 区くらしのガイド 265,000部
G愚年発行）

30,800千円 〈拡充〉
• 新宿区地図 305,000部（隔年発行）

8,910千円〈拡充〉
• 点字版便利帳 ・声の便利帳（隔年発行）

3,059千円〈拡充〉
点字版便利帳 40組
声の便利帳 60組
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4 健全な区財政の確立
(1) 効果的・効率的な行財政運営

ICTを活用し、保育所等運営費給付
事務の業務改善を推進

一般事務費
(IC T活用による保育所
等運営費給付事務の効率
化）

［子ども家庭部］

3,668 OI拡充

・保育事業者からの申請魯類をイ ンターネッ
ト上で共有化するとともに、事業者とオン
ラインでや り取り できる環境を整備

〈新規〉

※民間提案制度を活用

子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭事業費

区議会議員選挙

［選挙管理委員会］

260,590 

゜

任期満了（令和5年4月30日）に伴う
区議会議員選挙の執行

。選挙期日 令和5年4月23日（日）

総務翡選挙費区議会議員選挙費

学校用務委託

学校用務委託

［教育委員会］

322,512 OI拡充

＂小学校 250,034千円
用務職員の退説不補充による用務委託
18校→20校〈拡充〉

。中学校 72,478千円
用務職員の退職不補充による用務委託
5校→6校 〈拡充〉

教育費①小学校費学校管理費
②中学校費学校管理費
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4 健全な区財政の確立
(2)公共施設マネジメントの強化

単位 ：千円

区有施設等の長寿命化

防災センターの計画修繕
防災センター

【計画］
52,629 1,058 拡充 ．昇降機改修工事 47,889千円

［危機管理担当部］
• 空調設備改修工事 4,740千円

国庫支出釜
総務費 防災費防災対策費

|― 

四谷地域センター
• 空調設備改修工事 279,055千円
• 自動制御設備改修工事 23,123千円

牛込箪笥地域センター
• 空頴設備改修工事 -170, 037千円

地域センターの計画修繕
〖計画 ］ 榎町地域センター

695,824 659,941拡充 • 空調設備改修工睾 1,958千円

［地域振興部］
若松地域センター
• 昇降機改修工事 106,219千円
• 自家発電設備改修工事 1,654千円

戸塚地域センター
・給排水設備改修工察 2,444千円

国庫支4,出3釜70 

落合第一地域センター
．昇降機改修工寧 02, 798千円

繰入釜
角筈地域センター225, 703 

緒殷入 • 空調設備改修工毒 12,989千円
96,868 ・給排水設備改修工寧 4,249千円

地域振図喪地域振輿庫設費地域セ
I--痔3別33,区0償00 

・外壁改修工事 l. 298千円
ンター費 -- • • .. 

区民保養施設の計画修繕 中強羅区民保養所
【計画］

15,844 〇拡充 璽給排水設備改修工事 2, 137千円

［地域振興部］ 区民健康村
• 自動制御設備更新工事 13, 707千円

I 
地域振興費地域振興施設費区民保
養施設費

生涯学習スポーツ協働施設 戸山生涯学習館
の計画修繕 • 給排水設備改修工謳 2,031千円

【計画］ 7,738 〇拡充

新宿スポーツセンター
［地域振興部］ • 空調設備改修工事 4,533千円

大久保スポーツプラザ
地域振興費地域振輿施設費生涯学 I • 昇降機改修設計委託 1, 174千円
習スポーツ協働施設費
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4 健全な区財政の確立
(2)公共施設マネジメ ン トの強化

新宿歴史博物館の計画修繕
〖計画］

［文化観光産業部］

文化観光産業費 文化観光費
観光施設費

廂業会館の計画修繕
〖計両］

文化

8,198 OI拡充

14,363 

［文化観光産業部］

文化観光産業費 産業経済費
経済施設費

あゆみの家の計両修繕
〖計面］

゜
拡充

新宿歴史博物館
，自動制御設備更新工事
匡給排水設備改修工事

産業会館
＂空調設1裔改修工亭
＂自家発電設備改修工慕

4,610千円
3,588千円

12,48:3千円

1. 880千円

産業

［礼届才:11:音f,]

福祉費障害者福祉費障害者福祉施
設費

特別養護老人ボームの計画
修繕
〖計画］

［福祉部］

福祉費高齢者福祉費高齢者福祉総
務贄

5,419 

26,413 

OI拡充

）
 

.tt
,
 

拡充

あゆみの家
”給排水設備改修工事
• 自家発電設借改修i澪

3, 968=H9 
1,451千円

北山伏特別義譲老人ホーム
＂直流電源装置設備改修工寧 12,450千円
＇，自動制御設備更新エ亭 12,865千円
，受変＇逍設・腑改修工瞑 ・1, 098千円

保育園の計画修繕
〖計画］

［子ども家麿部］

子ども家庭費子ども家庭費 子 ども
家庭施設質

10, 594 

。
拡充

高田馬場第二保育園
，空調設備改修工寧

戸山第二俣育間
，空信J貯投備改修工翠

I, 441 ,'.,1::.p:J 

9 , 1 5 :3 1 、:I ・サ

子ども園の計画修繕
〖計画 l

1,727 

゜
拡充

大木戸子ども園
e 給排水設備改修工事 I, 727千円

［子ども家庭部］

子ども家庭費子ども家庭翌子ども
家庭施設爽

子ども家庭支援センターの
計両修繕
〖計画］

［子ども総合センター］

子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭施設費

8,062 OI拡充

信濃町子ども家庭支援センター
コ給排水設備改修工事 1,553千円

榎町子ども家庭支援センター
・給排水設備改修工慕 1, 795千円

北新宿子ども家庭支援センター
• 空調設備改修工事 3,395千円

・給排水設備改修工亭 1, 319千円
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4 健全な区財政の確立
(2)公共施設マネジメントの強化

単位： 千円

児童館の計画修繕
〖計画］

［子ども総合センター］

子ども家庭費子ども家庭費子ども
家庭施設費

新宿清掃事務所の計両修繕
〖 計画］

［環境清掃部］

環境清掃費環境清掃費環境清掃施
設費

リサイクル活動センターの
計画修繕
〖計画］

［環境清掃部］

環境清掃費環境清掃費環境清掃施
設費

5,901 

6,078 

1,629 

゜
拡充

OI拡充

OI拡充

早稲田南町児童館
・空詞設備改修工慕

新宿清掃事務所
J 空調設備改修工事

5,901千円

6,078千円

西早稲田リ サイクル活動センター
・給排水設備改修工亭 l, 629千円

小学校施設の計画修網
〖計面］

［教育委員会］

218,782 194,2661拡充

内部改修等整備
・空調設備改修.:c第 99,676千円
江戸川 u 牛込仲之 • 落合•第四• 落合第五 ・

西新宿小学校
• 鉄骨階段塗装工取

天神小学校

＂給排水 設備改修工革
牛込仲之＂四谷 、声山小学校

~ 昇降機改修設計委託

柏木小学校

外壁改修
・改修工娯

鵜巻小学校

10, 968;;1こrri

9,726ヨfFC]

793干•円

97, 614:.'.fl:.CJ 

教育費 小学校費 営繕費

函庫叉出造
46,453 
繰入金
147,813 

中学校施設の計画修繕
〖計画］

204,428 

［教育委員会］

139,2661拡充

内部改修等整備
• 空調設備改修工哀 72,906千円
牛込第二，落合コ落合第二中学校

＂給排水設備改修工拿 5, 11 O千円
西早稲田中学校

国庫支出釜
5.,1, 991 
繰入釜
9,275 

特別区償
75,000 

外壁改修
・改修工事

四谷中学校

126,412千円

教育費中学校費営繕費
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4 健全な区財政の確立
(2)公共施設マネジメントの強化

区有締設のマネジメント

高齢者活動。交流施設のマ
ネジメン ト
〖計画] 114,439 52, 665 

［福祉部］

福祉費社会福祉費社会福祉総務費

牛込保健センター等複合施
設の建替え

繰入釜
13,665 

特別区償
39,000 

〖計画l I 2132, 689 I 313, 34叫拡充

［健康部］

健康費健康推進費 健康推進施設建
設炭

牛込保健センタ←等複合施
設の硝替え

繰入釜
78,349 

餓別区俊
235,000 

〖計画] 1188, 3461 1T7, 7871拡充

［福祉部］

福祉費障害者福祉費障害者福祉施

設建設哭

牛込保健センター等複合施
設の建替え

絡入笠
35, 787 

特尻区償
142,000 

〖計画l I 349, 1141 190, ociGI拡充

［子ども家庭部］

子ども家庭費子ども家庭費 子ども
家庭施設建設喪

繰入釜
38,046 

特別区償
152, 000 

旧高齢者いこいの家解体及び擁壁改修
工事等

9、工峯費

』工事監理業務委託料

牛込保健センターの建設

106,800千円
7,639千円

施殷の老朽化及び新宿生活実習所の定
員拡大に対応するため、牛込保健セン
ター等複合施設の建替えを実施

u 工慕費

遺工衷監理業務委託翠封

u 工慕事務登

新宿生活実習所の建設

t エ墓費

・エ峯監理業務委託料

・エ亭甑務費

弁天町保育園の建設

ロエ裏費

・エ寧監理業務委託料
。工事事務費

• 仮設園舎賃借料

31:3, 349千•円
18,267千円
'i, 073千円

177,787干円

10, 365+-FJ 
・194千円

190,046千円

11, 030千円
208千円

147. 840千円
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4 健全な区財政の確立
(2)公共施設マネジメントの強化

旧都立市ヶ谷商業高等学校
の将来活用
〖計画］

［総務部］

総務費総務管理費財産管理費

旧都立市ヶ谷商業高等学校
の将来活用
〖計画 ］

［危機管理担当部］

総務費防災疫防災対策費

旧都立市ヶ谷商業高等学校
の将来活用
〖計画〗

［教育委員会］

教育費 ①中学校費学校施設建設費
②図書館費図害館建設費

2,970 

1,430 

84,370 

OI新規

OI新規

OI新規

単位 ：干円

旧都立市ヶ谷商業高等学校の解体に伴
う設計等委託

旧都立市ヶ谷商業高等学校の跡地を、
福祉、防災、教育等に資する場として
隣接する牛込第一中学校の敷地と一体
で活用

。解体に伴う設計等委託

（令和4年度～令和6年度）

防災広場の整備に伴う設計等委託

・設計等委託（令和4年度～令和6年度）

牛込第一中学校及び地域図書館の建設
に伴 う設計等委託

っ設計等委託 （令和4年度～令和6年度）
牛込第一中学校 76,890千円
牛込第---~和学校内地域図勢館

7,480千円
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5 好感度 1番の区役所
(1) 行政サービスの向上

オープンデータ活朋のた
めの仕組みづくり

オープンデータの活用推進

［総合政策部］
1,650 

゜

区が保有する公共データの活用を推進

。民間オープンデータカタログサイトの活用

総務費総務管理費電子計算事務費

多様な決済手段を活男し
た電子納併の椎進

区民の利便性向上を図るため、電子マ

多様な決済手段を活用した I ネー決済及びコード決済を推進

電子納付の推進
［計画］ 3,819 

゜
＂交通系電 子マネー決済の運用
税証明手数料

［雑怠務5音〖］
・コード決済の運用
特別区民税• 都民税
軽自動京税（種別割）

総務費徴税費 賦課徴収費

多様な決済手段を活用した 口ネーの利便性向上を図るため、堪子マ

電子納付の推進 決済を推進

〖計画］ 2,680 

゜［地域振興部］ I 

・交通系霞子マネー決済の運用
戸籍手数料、印鑑手数料、住民基本台帳
手数料等

地域振興費戸籍住民基本台帳費 戸
籍住民基本台帳総務費

特別出張所の管理運営

多様な決済手段を活用した 区民の利便性向上を図るため、特別出

電子納付の推進 張所において電子マネー決済を推進

！計画］ 11, 635 

゜［地域振興部］ • 交通系電子マネー決済の運用
戸籍手数料、印鑑手数料、住民基本台帳
手数料、税証明手数料等

地域振興費地域振輿費特別出張所
費
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5 好感度 1番の区役所
(1) 行政サービスの向上

多様な決済手段を活用した
電子納付の推進
（介護保険特別会計）
〖計画］

［福祉部］

介護保険特別会計
総務贄 総務管理費一般管理費

区民の利便性向上を図るため、
決済を推進

コード

278 

゜
・コード決済の運用
介護保険料

多様な決済手段を活用した
電子納付の推進
（国民健康保険特別会計）
〖計画］

［健康部］

区民の利便性向上を図るため、
決済を推進

コード

1,929 

゜
・コード決済の運用
国民璧康保険料

国民健康保険特別会計総務費
務管理費一般管理翡

行政手続のオンラインIと
等の徳遼

念J
 

ヽヽt月

社会侶障 3 税番号制度のシステム運用
等

行政手続のオンライン化等
の推進
〖 計画］

［総合政策部］

費務総
費

総務管理費 電子計算事務

6,950 

゜

行政手続について、区民が窓口 に来庁
することなく、 24時間申請手続を可能
とするため、電子申請等を推進 し、区
民の利便性を向上

・オンライン還溌{j)ための申詣管理システム
等の運用
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5 好感度 1番の区役所
(1)行政サービスの向上

その勉

区有施設等への無料公衆無
線LANの導入

［総合政策部、地域振糠
部、文化観光産業部、福祉
部、子ども家庭部、子ども
総合センター、健康部、環
境清掃部、教育委員会］

総務費総務管理費広報広聴費等

54,293 OI拡充

区民及び区の施設利用者の情報検索・
収集機会の充実等のため、無料公衆無
線LAN環境を整備

・地域広帯域移動無線アクセス （地域BWA)
システムによる無料公衆無線LAN環境の
整備・運用〈新規〉
88か所

尊入予定施設
本庁舎 1階ロ ビー．． 
しんじゅ く多文化共生プラザ、
地域センター(10か所）、
区民ホール (2か所）、
区民ギャラリー、生涯学習館(5か所） 、
新宿スポーツセンター、
新宿コ ズミックスポーツセンター、
大久保スポ～ーツプラザ、

四谷スポーツスクエア、
産棠会館、新宿消費生活センタ-.. 分館、
森田馬場創業支援センター、
地域交流スペース (2か所） 、
あゆみの家、障害者生活支授センタ ...ヽ
シニア活動館(4か所）、
地域交流館 (I5か所）、
薬王寺地域ささえあい館、
男女共同参画推進センター．、
子ども総合センター、
子ども家庭支提センター(4か所） ％
児童館(H5か所）賣，四谷保健センタ ......、

環境学習情報センター、
リサイクル活動センター(2か所）．．
図魯館(IIか所）、教育センター

※地域広帯域移勁無線アクセス（地域BWA)システム
2. 5園lz帯の周波数の電波を使用し、 地壊の公共
サービスの向上や条件不利地域の解消等、地域
の公共の福祉の増進に寄与することを目的とし
た霞気通信業務用の無線システム
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5 好感度 1番の区役所
(2)職員の能力開発、意識改革の推進

区民の視盆に立ち苗治の
実親に努める朧貴の齊腕

人材育成
（区研修及び自己啓発支

援）

［総務部］

20,000 OI拡充

総務役総膀管理費人事管理費
-----・ ● - ・ → ,. ___'.,,_, ... _, __ , ,--一~--、---ふ----

新届窟治捌遥研究所の遵
営による故策形成蟄力の
肉土

新宿自治創造研究所の運営

［新宿自治創造研究所担当
部］

総務費総務管理費企画調整費

17,419 10 

諸殷入

単位：千円

実務遂行に欠かせない知識の習得を通
じ、基礎的能力を向上させるとともに
区民起点で考え、職場や仕事を改善す
る職員を育成

”区研修（懺場外研修）の実施
＂自己啓発支援の実施

資格取得等応援助成〈新規〉 32件
"OJT支援（職場内研修）

新宿区における政策諜題研究と提言を
行う I祈宿自治倉！！造研究所iを避営

〈研究体制〉
所長1人研究員2人
政策形成アドバイザー1人
テーマ別ア ドバイザー2人

〈亭業内容〉
・区民を対象としたフォーラムの開催 l回

• 新宿区の人口等に係るテーマについて、
研究員、アドバイザー、朦員等で胴査研究

を実施

〔物価高騰対応経費 194千円〕
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VI 令和5年度3月補正予算の概要

〇妊娠期から出産・子育て期における支援の充実を図るため、国及び都の予算と連動し、 「出産・
子育て応援ギフト」の支給、「バースデーサポート事業」の実施のほか、妊娠判定検査にかかる産
科受診料助成に要する経費を計上します。

0 都の補正予算と連動し、介護従事職員等への新型コロナウイルス感染症検査に要する経費のほ
か、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種における9価ワクチンの定期接種化に対応するための
経費を計上します。

0 国民健康保険料の改定等とともに、出産育児一時金の増額に対応するため、補正予算を計上し
ます＝ 

財政規模
-,-- • • I-ー~ / "-'I -' 

令和5年度 令和4年度 比較増減
区 ノ刀＼ 

当初予算
1号(5年3月）

計
2号(4年3月）

増減額 増減率
補 正 補正後予算

般 会 計 169,461 566 170,026 167,173 2,853 1. 7% 

国民健 康保険特別会計 38,852 15 38,867 36,632 2,235 6.1% 

介護保険特別会計 27,931 

゜
27,931 27,028 903 3.3% 

後期高齢 者 医 療 特 別 会 計 8,324 

゜
8,324 7,958 366 4.6% 

合 計 244,568 581 245,148 238,790 6,358 2.7% 

一般会計歳入予算の内訳

—-- ..!..I- •~ ノ .J I .J 

令和5年度 令和4年度 比較増減
区 ノ刀＼ 

当初予算
1号(5年3月）

計
2号(4年3月）

増減額 増減率補 正 補正後予算

特別区税 52,972 52,972 49,839 3,133 6.3% 

地方譲与税 502 502 505 △ 3 △ 0.5% 

利子割交付金 167 167 114 53 46.7% 

配当割交付金 865 865 781 84 10.6% 

株式等譲渡所得割交付金 839 839 894 △ 55 △ 6.1% 

地方消費税交付金 13,650 13,650 11,618 2,032 17.5% 
般

自動車取得税交付金

゜ ゜ ゜゜
0.0% 

財
環境性能割交付金 142 142 127 15 11.1% 

地方特例交付金 110 110 134 △ 24 △ 17.8% 

源 特別区交付金 30,283 30,283 28,791 1,492 5.2% 

その他 3,645 3,645 3,378 267 7.9% 

小計 103,175 103,175 96,181 6,994 7.3% 

財政調整基金繰入金 6,043 108 6,150 8,463 △ 2,313 △ 27.3% 

合 計 109,218 108 109,325 104,644 4,681 4.5% 

分担金及び負担金 1,994 1,994 2,059 △ 65 △ 3.1% 

特 使用料及び手数料 4,688 4,688 4,679 ， 0.2% 
国庫支出金 32,219 197 32,416 34,341 △ 1,925 △ 5.6% 

定 都支出金 12,240 250 12,490 12,286 204 1.7% 

諸収入 1,749 11 1,760 2,855 △ 1,095 △ 38.4% 

財 繰入金 3,740 3,740 3,950 △ 210 △ 5.3% 

特別区債 2,589 2,589 1,409 1,180 83.7% 

源 その他 1,024 1,024 949 75 7.9% 

合 計 60,243 458 60,701 62,529 △ 1,828 △ 2.9% 
戚,,... 

入 合 計 169,461 566 170,026 167,173 2,853 1. 7% 
項目単位で四捨五ー入しているため合計と合わないことがあります
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〇妊婦•子育て世帯への経済的支援として、「出産・子育て応援ギフト」を支給 287百万円
・対象者 令和5年4月以降に、①妊娠届出後にゆりかご面接、②出産後にすくすく赤ちゃん訪問を受けた者
・支給額 電子クーポン10万円相当（①5万円相当、②子ども1人につき5万円相当）

〇妊婦等の経済的負担の軽減を図るため、初回の産科受診料を助成 2百万円
・対象者 住民税非課税世帯等の妊婦等
・助成額 産科医療機関での妊娠判定検査受診費用上限l万円

0 満 l歳6か月から2歳未満の子育て世帯への支援として、「バースデーサポート事業」 42百万円
を実施

・対象者 l歳6か月児健診の受診時に、育児等に関するアンケートに回答した子の養育者
・育児パッケージ こども底品券（第1子： 1万円、第2子：2万円、第3子以降：3万円）、子育て支援冊子などを配布
の配布等 するとともに、育児等に不安を抱える養育者には保健師による個別フォローを実施

0 ヒトバピローマウイルス感染症予防接種における9価ワクチンの定期接種化 270百万円

令和5年4月1日から9価ワクチンの定期接種化に伴い、ワクチン単価を増額（自己負担額は無料）

〇介護従事職員等への新型コロナウイルス感染症検査の実施 27百万円
介護及び障害福祉サービス等事業所の職員及び新宿養護学校職員等を対象としたPCR検査業務委託
経費を計上

0 国民健康保険特別会計への繰出金の減額 △ 62百万円
・国民健康保険料の改定等に伴い、特別会計への繰出金を減額
・出産育児一時金の増額(42万円→50万円）に伴い、特別会計への繰出金を増額

一般会計歳出予算の内訳

区

目的別内訳

分
当初予算

令和5年度
1号(5年3月）

正
計

且位：百万円

令和4年1度 I 比較1増減

構成比I~~竺:月；構成比増減額 増減率

1議 会 費 739 739 0.4% 723 0.4% 16 2.3% 

2総 務 費 11,894 11,894 7.0% 12,657 7.6% △ 763 △ 6.0% 

3地域 振 興費 8,929 8,929 5.2% 7,603 4.5% 1,326 17.4% 

4文化観光産業費 6,036 6,036 3.5% 7,071 4.2% △ 1,035 △ 14.6% 

5福 祉 費 46,230 26 46,256 27.2% 46,681 27.9% △ 425 △ 0.9% 

目 6子ども家庭費 32,395 32,395 19.1% 32,352 19.4% 43 0.1% 

的 7健 康 費 20,869 539 21,408 12.6% 20,565 12.3% 843 4.1% 
別 8環 境 清 掃費 8,768 8,768 5.2% 8,454 5.1% 314 3.7% 

9土 木 費 12,194 12,194 7.2% 11,823 7.1% 371 3.1% 

10教 ギ目 費 15,311 1 15,311 9.0% 12,946 7.7% 2,365 18.3% 

11公 債 費 2,070 2,070 1.2% 2,373 1.4% △ 303 △ 12.8% 

12諸 支 出 金 3,726 3,726 2.2% 3,625 2.2% 101 2.8% 

13予 備 費 300 300 0.2% 300 0.2% 

゜
0.0% 

歳 出 合 計 169,461 566 170,026 100% 167,173 100% 2,853 1. 7% 

性質別内訳

義務的経費 82,264 82,264 48.4% 83,571 50.0% △ 1,307 △ 1.6% 

人 件 費 27,025 27,025 15.9% 28,156 16.9% △ 1,131 △ 4.0% 
性

扶 助 費 53,175 53,175 31.3% 53,045 31.7% 130 0.2% 
質

公 債 費 2,064 2,064 1.2% 2,370 1.4% △ 306 △ 12.9% 別
投 資的経費 11,901 11,901 7.0% 10,820 6.5% 1,081 10.0% 

一般 事 業費 75,296 566 75,861 44.6% 72,782 43.5% 3,079 4.2% 
威,,... 

出 合 計 169,461 566 170,026 100% 167,173 100% 2,853 1.7% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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0 国民健康保険料の改定等

事項
一般会計

3月補正予算額
説 明

国民健康保険特別会

計繰出金（保険基盤安

定繰入金、未就学児均
等割保険料繰入金及

び出産育児一時金繰

入金分を除く）

国民健康保険料の改定
影響額 △ 195,084千円

（基礎分 ・後期高齢者支援金分）
．均等割 55,300円→ 60, 100円
• 所得割 9.44/100→ 9. 59/100 
• 限度額 850,000円→ 870,000円

△ 202,332千円I
（介護納付金分）
．均等割 16,600円→ 16,200円
• 所得割 2.04/100→ 1. 75/100 
• 限度額 170,000円→ 170,000円

国民健康保険事業費納付金額の確定等
影響額 △ 7,248千円

納付金額確定に伴う医療給付費分の減等

〇低所得者保険料軽減措置

国民健康保険料（均等割額）の 5割軽減及び
2割軽減基準額の見直し

影響額 14,588千円

・7割軽減
世帯の総所得金額等の合計が
43万円＋（年金または給与所得者の
合計数ー1)X 10万円 以下

国民健康保険特別会 ・5割軽減
計繰出金 （保険基盤安 世帯の総所得金額等の合計が
定繰入金及び未就学 120,004千円 43万円＋ （年金または給与所得者の

児均等割保険料繰入 合計数ー1)X 10万円+28.5万円→29万円x

金分） （被保険者数十特定同一世帯所属者）以下

・2割軽減
世帯の総所得金額等の合計が
43万円＋ （年金または給与所得者の
合計数ー1)X 10万円+52万円→53.5万円x
（被保険者数十特定同一世帯所属者）以下

国民健康保険料の改定
影響額 105,416千円

＊ 特定同一世帯所属者
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も世帯主及び世帯構成に変更がない方

0 出産育児一時金の増額

国民健康保険特別会

計繰出金（出産育児一

時金繰入金分）

20,440千叫
出産育児一時金の増額 (42万円→50万円）

影響額 20,440千円
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VII令和4年度2月補正予算の概要

国の令和4年度2号補正予算において、「出産・子育て応援ギフト」の支給に要する経
費が盛り込まれたことを踏まえ、所要額を計上するとともに、予算の執行状況の点検を
行い、現時点で不用額が見込まれる事業経費を精査します。

財政規模
I . • ~ —_. ,, 4 I _, 

令和4年度

区 /刀¥. 2月補正予算
既定予算 計

(11号補正） (12号補正）

般 ,L:,.. 計 386 △ 3,869 187,923 184,439 云

国民健康 保険特別 会 計 735 36,665 37,400 

介護保険 特別 会計

゜
28,127 28,127 

後期高齢者医療特別会計 147 7,989 8,137 

ムロ 計 386 △ 2,987 260,704 258,103 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります。

一般会計歳入予算の内訳
---r- ..:... • 1---1 / .., I '-' 

令和4年度

区 ノ刀＼ 2月補正予算
計

(11号補正） (12号補正）
既定予算

特別区税 3,345 49,839 53,184 

地方譲与税 505 505 

利子割交付金 114 114 

配当割交付金 781 781 

株式等譲渡所得割交付金 894 894 

般 地方消費税交付金 11,618 11,618 

環境性能割交付金 128 128 
財 地方特例交付金 △ 23 133 111 

源 特別区交付金 493 28,791 29,284 

その他 93 7,733 7,826 

小計 3,908 100,536 104,445 

財政調整基金繰入金 69 △ 7,370 13,501 6,199 

ムロ 計 69 △ 3,462 114,037 110,644 

分担金及び負担金 2,059 2,059 

使用料及び手数料 4,679 4,679 

特 国庫支出金 253 △ 876 43,415 42,792 

定 都支出金 64 472 14,429 14,965 

諸収入 △ 73 2,886 2,812 
財 繰入金 △ 148 3,971 3,823 

源 特別区債 △ 8 1,494 1,486 

その他 226 953 1,179 

ムロ 計 317 △ 407 73,886 73,795 
威’’― 入 合 計 386 △ 3,869 187,923 184,439 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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0 国の補正予算と連動した所要額の補正【11号(2月）補正】 380百万円

国の「出産 ・子育て応援交付金事業」を活用し、全ての妊婦•子育て世帯への経済的支援とし
て出産・子育て応援ギフトを支給します。

・対象者
令和4年4月以降に出産または妊娠した者

・出産・子育て応援ギフト
電子クーポン10万円相当（妊娠届出時5万円相当、出産後子ども1人につき5万円相当）

0 工事のエ期延長に伴う所要額の補正【11号(2月）補正】 6百万円

天神山児童遊園擁壁等改修工事のエ期延長による増額

0 一般会計の主な補正事項【12号 (2月）補正】 △ 3,869百万円

現時点で不用額が見込まれる事業経費の精査を行い、財政調整基金の取崩し額を縮減し、

今後、活用可能な基金の残高を確保します。

（歳入）

• 特別区税
•特別区交付金
•財政調整基金繰入金（取崩し）
•国・都支出金等

（歳出）

•国民健康保険特別会計等への繰出金
•各種基金への積立

・道路擁壁の安全対策

・施設整備等、 72事業の経費精査

一般会計歳出予算の内訳

区分 2月補正予算

(11号補正） I (12号補正）

目的別内訳

1議 会 費

2総 務 費 △ 275 

3地域振興費 △ 16 

4文化観光産業費 △ 1,058 

5福 祉 費 △ 806 

目 6子ども家庭費 △ 500 

的 7健 康 費 380 △ 754 
別 8環境清掃費 △ 23 

9土 木 費 6 △ 335 

10教 コ目 費 △ 181 

11公 債 費 △ 20 

12諸 支 出 金 99 

13予 備 費

歳 出 ムロ 計 386 △ 3,869 

性質別内訳

義務 的経 費 △ 869 

性
人 件 費 △ 58 

質
扶 助 費 △ 791 

別 公債費 △ 20 

投資 的 経 費 6 △ 803 

一 般 事業費 380 △ 2,197 

歳 出 合 計 386 △ 3,869 

令和4年度

既定予算

716 

19,238 

7,841 

7,482 

49,135 

33,611 

26,861 

8,479 

11,853 

14,225 

2,374 

5,808 

300 

187,923 

84,329 

28,228 

53,731 

2,370 

11,015 

92,579 

187,923 

3,345百万円

493百万円

△ 7,370百万円

△ 337百万円

△ 85百万円

223百万円

11百万円

△ 4,018百万円

韮位：百万円

計 構成比

716 0.4% 

18,963 10.3% 

7,825 4.2% 

6,424 3.5% 

48,329 26.2% 

33,111 17.9% 

26,487 14.4% 

8,455 4.6% 

11,524 6.2% 

14,044 7.6% 

2,354 1.3% 

5,907 3.2% 

300 0.2% 

184,439 100% 

83,460 45.3% 

28,170 15.3% 

52,940 28.7% 

2,350 1.3% 

10,217 5.5% 

90,762 49.2% 

184,439 100% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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VIII 3月補正後の基金残高と区債残高の推移と今後の見込み

0 区の貯金にあたる基金の残高は、令和4年度末では619億円の見込みとなっています。また、
令和5年度末の基金残高は、令和4年度末から67億円減少し、 5年度末区債残高見込185億円
を367億円上回る552億円となる見込みです。

0 新型コロナウイルス感染症は収束せず、周期的に拡大を繰り返すなか、原油価格•原材料価
格の高騰、ウクライナ情勢の長期化など、依然として社会経済情勢は不透明であり予断を許さな
い状況です。
こうしたなかにあっても、引き続き感染状況に応じた機動的な対策を講じるとともに、デジタル

化や脱炭素化の推進などに積極的に取り組み、 地域コミュニティ活動の再起動をはじめ、高齢
者や子育て世代への支援など誰もが安心して住み続けられる環境の整備、災害に強い安全で
安心なまちの実現、魅力あふれる賑わい都市の創造と地域の特性を生かしたまちづくりに向け
取り組まなければなりません。
その実現にあたっては、基金の取り崩しや起債の発行など、これまでに培ってきた財政対応力

を有効活用した施策の着実な推進が求められます。従来にも増して、社会経済情勢の動向を的
確に見極めながら、優先順位を踏まえた財源の効果的な配分を徹底し、接続可能な行財政運
営に取り組んでまいります。

億円

ロ基金残高

ロ区債残高

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

゜

忍忍
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'56 

619 

e
 

ヘ ぃも

年度

＊各年度末決算額、令和4年度末,--.-..,5年度末は見込み額



163

特別区債と債務負担行為額の推移

区分 ／ 年度 25 26 27 28 29 30 

(1)特別区債残高 222 203 220 221 209 199 

うち減税補填債等 53 40 33 25 18 13 

(2) 公 債 費 37 43 25 29 23 20 

(3)債務 負 担行為額 124 126 70 28 15 12 

(4)債務合計 (1)+(3) 346 329 290 249 224 211 

＊平成25年度～令和3年度は決算額、令和4年度以降は見込み額

年度末基金残高の推移と今後の見込み

区 ／刀＼ ／ 年 度 26 27 28 29 30 

積立 20 23 25 21 31 

財政調整 基金 取 崩 10 

年度末
203 226 251 272 303 

残 高

積 立 10 10 10 1 1 

減 債 基 金 取 崩

年度末
35 45 55 56 57 

残 高

積 立 7 8 11 16 18 

社会資本等整備基金 取 崩 4 5 

年度末
29 36 42 58 76 

残 高

積立 3 6 

義務教育施設整備等
取崩 10 7 次世代育成環境整備基金
年度末

46 47 40 43 -49 
残 高

積立 6 7 4 8 12 

その他特定目的基金 取崩 15 2 5 8 5 

年度末 迄.~ っ名： チ

残 、 高 36 9、_9 が<4'1 -~ 40 ・40 47 .,--

年度末基金残•篇合計 ・395 --泌:8349 ・469 532 
~ 1 ~ --~ ; かー・-

ふ

＊平成26年度～令和3年度は決算額、令和4年度以降は見込み額

＊端数整理の関係で合計が合わないことがあります

単位：億円

プじ 2 3 4 5 

186 204 186 179 185 

， 25 22 20 19 

23 23 27 24 21 

22 32 76 109 130 

208 236 262 288 315 

単位：億円

プじ 2 3 4 5 

23 21 21 36 14 

8 62 62 

326 339 360 334 287 

1 1 1 1 1 

20 19 

58 59 60 41 23 

16 19 19 19 19 

1 ， 8 

91 109 128 137 148 

5 3 3 3 3 

゜
8 7 

53 56 59 55 ... 51 

8 6 10 10 3 

8 10 5 7 12 
、9

48' .~ らJ4匂' 49 52" 43 
衣吝と "' " - '"  •.,. ' 

,/ 
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IX 3月補正後の第二次実行計画期間中の収支見通し

項目

歳入

一般財源

特別区税

特別区交付金

その他

特定財源
歳出
頁菩的経費

人件費
扶助費
公債費

一般事業費
投資的経費

計画事業費

一般会計計上分

特別会計計上分

財政調整基金充当額

3:: 
173,141 

101,563 

50,506 

30,790 

20,267 
71,578 
166,751 
89,802 
27,356 
59,783 
2,663 

67,931 
9 018 一12,466 12,409 

57 

゜

4年度 I 5年度
2月補正後予算 3月補正後予算

178,240 

104,445 

53,184 

29,284 

21,977 
73,795 
184,439 
83,460 
28,170 
52,940 
2,350 

90,762 
10,217 
13,527 

13,432 

95 

△ 6,199 

163,876 

103,175 

52,972 

30,283 

19,920 
60,701 
170,026 
82,264 
27,025 
53,175 
2,064 

75,861 
11,901 
15,859 
15,752, 

107 

△ 6,150 

単位：百万円

＊歳入の「その他の一般財源」には、財政調整基金繰入金は含まれていません。

〈推計の内容〉

1歳 入

［特別区税 ］

［特別区交付金 ］

［その他 の一般財源 ］

［ 特 定 財 源

2歳出

［ 人 件 費

［ 扶 助 費

ノム＼ 債 費

投資 的 経費

［一般事業費

特別区税は、区民税について区民所得の動向や納税義務者数の推移
等を加味して見積もりました。

特別区交付金は、令和5年度都区財政調整当初フレーム見込を基に、
調整税等の動向を考慮して見積もりました。

地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、 株式等譲渡所得割交付
金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通
安全対策特別交付金は、令和5年度都区財政調整当初フレーム見込等
を基に見積も りました。

国 ・都支出金は、投資的経費及び扶助費等の増減を加味して見積も
りま した。

退職者数及び採用者数の見込等を考慮して見積もりました。

決算実績及び今後の動向から伸び率を勘案 し見積もりました。

既発行分の償還計画に新たな起債に伴う償還額を加味して見積もり
ました。

計画事業費及び施設改修等の経費見込を考慮して見積もりま した。

施設管理経費の実績額や特別会計繰出金の伸び率等を勘案し見積も
りました。
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（写）

各部（局）長

4新総合財第 38 7号

令和 4年 9月 1日

新宿区副区長

寺田 好孝

鈴 木昭利

（公印省略）

令和 5年度予算の見積りについて（依命通達）

新型コロナウイルスの感染者が令和 2年 1月に国内で初めて確認されてから、い

まなお感染症は収束するに至っておらず、この間、区民生活や地域経済活動は大き

な影響を受けてきた。国内感染は変異株による周期的な拡大を繰り返しているもの

の、これからは、感染拡大に最大限の警戒をはらいつつ、地域の社会経済活動の本

格的な正常化に向けて取り組むとともに、区政を取り巻く環境の変化に対応した持

続可能な区政運営を展開し、安全で安心な区民生活を支えていかなければならない。

令和 3年度決算は、実質単年度収支が 9年連続の黒字となり、一般財源収入の増

加等により財政調整基金等を取崩すことなく、一定の財政対応力を確保したところ

である。一方、現状では、原油価格• 原材料価格の高騰、ウクライナ情勢の長期化

など社会経済情勢の不透明な状況が続いており、地域経済活性化への支援や物価高

騰対策など景気動向を見極めた対応も求められる。さらに、今後の社会保障関連経

費や施設更新需要の増大など取り組むべき課題は山積しており、総じて、区財政は、

引き続き予断を許さない状況である。

こうしたなかにあっても、第二次実行計画の最終年度にあたる令和 5年度は、引

き続き感染状況に応じた機動的な対策を講じるとともに、デジタル化や脱炭素化の

推進などに積極的に取り組み、地域コミュニティ活動の再起動をはじめ、高齢者や

子育て世代への支援など誰もが安心して住み続けられる環境の整備、災害に強い安

全で安心なまちの実現、魅力あふれる賑わい都市の創造と地域の特性を生かしたま

ちづくりに区の総力を挙げ対応していかなければならない。
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これらの実施に当たっては、全ての事務事業について、実績や効果を有効性・効

率性の観点から徹底的に検証しデジタル化による業務改善・業務改革や公民連携の

推進、公共施設マネジメントの強化などの視点を加え、優先順位を明確にし予算ヘ

反映することが重要である。

したがって、令和 5年度予算は、「第二次実行計画の総仕上げとともに、区民生活

の現場・現実を踏まえ、直面する区政課題の解決に向け着実に前進する予算」と位

置づけ、①社会経済情勢の動向を的確に見極めながら、限られた財源を戦略的、重

点的に配分すること、②行政評価や直近の状況分析に基づく事務事業の見直しと、

デジタル技術等を活用した事業転換等を進め、効果的・効率的な事業構築を図るこ

と、を基本として編成する。

よって、予算の見積りにあたっては、下記の事項に留意のうえ、別に定める期日

までに見積書を提出されたい。

この旨、命により通達する。

記

1 全ての事務事業について、その実績と成果を点検し、簡素化・効率化を図り、

事業のあり方や実施体制などを検証し、その実績と成果を踏まえ、根本的に見直

すこと。

また、経費の見積りにあたっては、行政評価を踏まえるとともに、決算や執行

状況などを十分に分析し、的確に見積もること。

2 実行計画事業については、計画策定の趣旨を踏まえ、最小の経費で事業目標を

達成するよう、適切な見積りを行うこと。

3 新規・拡充事業については、事業の必要性を厳しく見極めるとともに、既定事

業の見直しや過去の決算状況を分析し不用額の徹底的な精査を基本とし、財源の

有効活用に努めること。

また、新規事業については、期限を設定することとし、既定事業についても、

目的やその効果を踏まえ事業の終期を明記すること。

4 委託• 工事請負契約等（指定管理協定含む）については、新宿区公契約条例の

趣旨を踏まえ、別途定める依頼に基づき、適正な価格で的確に見積もること。

5 施設整備等については、原則として、公共施設等総合管理計画及び中長期修繕
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計画に基づき、必要性、緊急性、優先度、経済性などの観点から十分な検討を行

うとともに、良好な景観の形成や地球温暖化対策についても留意し、関係部課と

の調整を図った上で、所要の額を見積もること。

特に、工事費積算については、適正な見積りを行うとともに、手法や仕様の見

直しなどの特段の精査を行うこと。

なお、施設建設費に併せて、完成後の維持管理経費を算定し、後年度負担が最

も少なくなるよう考慮すること。

6 区出資の財団等については、団体の自主性と自立性を高め、収入の確保及び事

業の効率化を図るなど経営努力をより一層促すとともに、外郭団体調書を活用し、

事業計画を十分精査の上、補助及び委託の内容、方法等を見直し、所要の経費を

見積もること。

7 施設の管理費については、指定管理料積算調書を活用し、引き続き施設管理契

約の仕様等委託内容の見直しを行うとともに、指定管理者事業評価の結果を踏ま

え、的確な管理運営費を見積もること。

8 国及び都補助事業については、その予算編成の動向に留意し、確実な財源確保

に努めるとともに、より的確な経費を見積もること。

9 区単独の事業補助金については、原則として、新たな創設は行わないこと。ま

た、行政評価の状況を踏まえ、別に定める基準により適切な見積りを行うこと。

10 デジタル技術、公民連携等の活用による業務の効率化・省力化については、適

切に対応すること。

11 省資源、省エネルギーについては、環境マネジメントシステムを確実に推進す

る上からも、その徹底を図り経費の削減に努めること。

12 情報システム関係経費については、区民サービスの向上及び事務事業の簡素効

率化の観点から、その必要性、利用状況、費用対効果、安全性を十分検討し、適

切な対応を図ること。

13 事務事業の見直しにより、定型的業務や専門的業務の委託等、民間活力の積極

的な導入を進め、職員定数や経費を的確に見積もること。

14 内部管理経費については、決算実績に基づき、徹底した削減に努めること。

15 受益者負担の適正化を含め、財源の的確な捕そくを行い、収入増加に努めるこ

と。
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また、区税及び保険料等収入については、増収計画等に基づき引き続き徴収努

力を行い、収入の確保に努めること。

16 限られた財源の戦略的、重点的な配分を促進する観点から、別に定める「令和

5年度予算編成手法について」に基づき、見積りを作成すること。

17 経費については、次に定めるところにより見積もること。

(1) 一次経費

ア 人件費、公債費 別に定める基準により、所要額を見積もること。

イ 指定管理料を計上する事業、外郭団体への補助金を計上する事業

ウ その他の経費

(2) 二次経費

ア計画 事 業

イ 設備整備等

指定管理料積算調書、外郭団体調書等を活用し、決算

実績等を踏まえ、所要額を見積もること。

一般財源充当目途額の範囲内で所要額を見積もること。

計画事業内示額を上限として、所要額を見積もること。

時期・必要性を厳しく見極め、的確に所要額を見積も

ること。

(3) 下記経費については、特に目的・必要性・規模等を厳しく精査した上で見積

もること。

ア 事務管理経費

旅費（近接地内・近接地外・費用弁償）、需用費（消耗品費•印刷製本費・

修繕費）、役務費（郵便料・電信料）、使用料及び賃借料、備品購入費

イ その他

報酬、時間外勤務手当、報償費（講師謝礼）、役務費（施設管理役務費• そ

の他役務費）、委託料（施設管理委託料• その他委託料）、工事請負費（維

持修繕工事費）
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【各会計当初予算総括表】
（単位：千円）

年 度 令和5年度 令和4年度 比較増減

， 
計 予算額 予算額

増減額 増減率云

般 ム 計 169,460,569 166,426,174 3,034,395 1.8% 云

国民健康保険特 別会計 38,851,961 36,882,558 1,969,403 5.3% 

介護保険特別会計 27,930,866 27,027,772 903,094 3.3% 

後期高齢者医療特別会計 8,324,275 7,957,920 366,355 4.6% 

合 計 244,567,671 238,294,424 6,273,247 2.6% 
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【一般会計歳入予算款別総括表】

款／こ～之ご.........._____
令和5年度 令和4年度

予算額 構成比 予算額 構成比

l 特 別 区 税 52,971,915 31.2% 49,838,760 29.9% 

2 地 方 譲 与 税 502,205 0.3% 504,937 0.3% 

3 利 子 割 交 付 金 167,187 0.1% 113,947 0.1% 

4 配 当 割 交 付 金 864,367 0.5% 781,454 0.5% 

5 株式等譲渡所得割交付金 839,278 0.5% 893,654 0.5% 

6 地方消費税交付金 13,649,946 8.0% 11,617,683 7.0% 

7 自 動 車 取得税交付金 1 0.0% 1 0.0% 

8 環境性能割交付金 141,680 0.1% 127,526 0.1% 

9 地方特例 交付金 109,967 0.1% 133,748 0.1% 

10特 別 区 x.. ノ『‘• 付 金 30,283,000 17.9% 28,791,000 17.3% 

11交通安全対策特別交付金 34,665 0.0% 35,592 0.0% 

12分 担金及び負担金 1,994,424 1.2% 2,059,268 1.2% 

13使用料及び手数料 4,688,041 2.8% 4,678,688 2.8% 

14国 庫 支 出 金 32,219,405 19.0% 33,739,125 20.3% 

15都 支 出 金 12,240,012 7.2% 12,178,049 7.3% 

16財 産 収 入 1,840,965 1.1% 1,739,346 1.0% 

17寄 附 金 188,696 0.1% 47,824 0.0% 

18繰 入 金 9,782,100 5.8% 12,391,896 7.5% 

19繰 越 金 2,000,000 1.2% 2,000,000 1.2% 

20諸 収 入 2,353,715 1.4% 3,344,676 2.0% 

21特 別 区 債 2,589,000 1.5% 1,409,000 0.9% 

歳 入 ロヽ 計 169,460,569 100% 166,426,174 100% 
項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります

【一般会計歳出予算款別総括表】

款ここ---z...こ～ 令和5年度 令和4年度

予算額 構成比 予算額 構成比

1議 会 費 739,276 0.4% 722,810 0.4% 

2 総 務 費 11,893,739 7.0% 12,657,251 7.6% 

3 地 域 振 興 費 8,928,549 5.3% 7,602,710 4.6% 

4 文化観光 産業 費 6,036,136 3.6% 7,070,713 4.2% 

5 福 祉 費 46,229,748 27.3% 46,086,913 27.7% 

6 子 ど も 家 庭 費 32,395,446 19.1% 32,322,103 19.4% 

7 健 康 費 20,868,746 12.3% 20,443,170 12.3% 

8 環 境 清 掃 費 8,768,471 5.2% 8,454,066 5.1% 

9 士 木 費 12,193,991 7.2% 11,823,079 7.1% 

10教 育 費 15,310,914 9.0% 12,945,265 7.8% 

11公 債 費 2,069,835 1.2% 2,372,954 1.4% 

12諸 支 出 金 3,725,718 2.2% 3,625,140 2.2% 

13予 備 費 300,000 0.2% 300,000 0.2% 
威,,-. 出 合 計 169,460,569 100% 166,426,174 100% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります

（単位：千円）

比較増減

増減額 増減率

3,133,155 6.3% 

△ 2,732 △ 0.5% 

53,240 46.7% 

82,913 10.6% 

△ 54,376 △ 6.1% 

2,032,263 17.5% 

゜
0.0% 

14,154 11.1% 

△ 23,781 △ 17.8% 

1,492,000 5.2% 

△ 927 △ 2.6% 

△ 64,844 △ 3.1% 

9,353 0.2% 

△ 1,519,720 △ 4.5% 

61,963 0.5% 

101,619 5.8% 

140,872 294.6% 

△ 2,609,796 △ 21.1% 

゜
0.0% 

△ 990,961 △ 29.6% 

1,180,000 83.7% 

3,034,395 1.8% 

（単位：千円）

比較増減

増減額 増減率

16,466 2.3% 

△ 763,512 △ 6.0% 

1,325,839 17.4% 

△ 1,034,577 △ 14.6% 

142,835 0.3% 

73,343 0.2% 

425,576 2.1% 

314,405 3.7% 

370,912 3.1% 

2,365,649 18.3% 

△ 303,119 △ 12.8% 

100,578 2.8% 

゜
0.0% 

3,034,395 1.8% 
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【一般会計歳出第二次実行計画基本政策別総括表】
単位：百万円

基；／こ＼二~
令和5年度

一般会計
実行計画事業

予算額
構成比

予算額
一般財源
充当額

I 暮らしやすさ1番の新宿 110,181 65.0% 5,316 4,360 

II 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化 12,482 7.4% 3,436 1,773 

m賑わい都市・新宿の創造 22,523 13.3% 3,626 2,725 

w健全な区財政の確立 21,034 12.4% 3,019 1,283 

v好感度1番の区役所 3,241 1.9% 25 25 

合 計 169,461 100% 15,422 10,166 

【一般会計歳出新宿区基本構想に基づく目標別総括表】
単位：百万円

区 ノ刀‘ 令和5年度

一般会計
実行計画事業

構成比 一般財源
内訳 予算額 予算額

充 当 額

I 区民が自治の主役として、考え、行
動していけるまち

2,361 1.4% 30 27 

II だれもが人として尊重され、自分ら
しく成長していけるまち

59,172 34.9% 5,218 3,920 

ま III 安全で安心な、質の高いく らしを実
62,199 36.7% 3,709 1,783 

ち 感できるまち

づ‘ N 持続可能な都市と環境を創造するま
13,686 8.1% 3,433 2,848 ＜ ち

り V まちの記憶を活かした美しい新宿を
1,320 0.8% 151 136 編 創造するまち

多様なライフスタイルが交流し、
VI 「新宿らしさ」を創造していくまち

5,179 3.0% 170 163 

小 計 143,917 84.9% 12,711 8,877 

区 I 好感度一番の区役所の実現 19,216 11.3% 21 21 

政

運 II公共サービスのあり方の見直し 6,328 3.8% 2,690 1,268 
営
編 小 計 25,544 15.1% 2,711 1,289 

ムロ 計 169,461 100% 15,422 10,166 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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【一般会計歳出性質別総括表】
単位：百万円

性質別内~年度

令和5年度 令和4年度 比較増減

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

義務 的 経 費 82,264 48.6% 83,555 50.2% △ 1,291 △ 1.5% 

人 件 費 27,025 16.0% 28,153 16.9% △ 1,128 △ 4.0% 

扶 助 費 53,175 31.4% 53,032 31.9% 143 0.3% 

公 債 費 2,064 1.2% 2,370 1.4% △ 306 △ 12.9% 

投資的 経 費 11,901 7.0% 10,820 6.5% 1,081 10.0% 

補 助 事 業 費 4,308 2.5% 5,071 3.0% △ 763 △ 15.0% 

単 独 事 業 費 7,593 4.5% 5,749 3.5% 1,844 32.1% 

一 般 事 業 費 75,296 44.4% 72,051 43.3% 3,245 4.5% 

物 件 費 44,140 26.0% 41,412 24.9% 2,728 6.6% 

維 持 補 修 費 1,300 0.8% 1,298 0.8% 2 0.1% 

補 助 費 等 11,341 6.7% 11,003 6.6% 338 3.1% 

積 }L _L.... 金 3,927 2.3% 3,826 2.3% 101 2.6% 

投資及び出資金

貸 付 金 54 0.0% 1,158 0.7% △ 1,104 △ 95.3% 

繰 出 金 14,234 8.4% 13,054 7.8% 1,180 9.0% 

予 備 費 300 0.2% 300 0.2% 

゜
0.0% 

歳 出 合 計 169,461 100% 166,426 100% 3,035 1.8% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります

【職員及び給与費の状況】

区 ノ刀‘ 2年度 3年度 4年度 対前年度（伸率：％）

職 員 数 計 3,824 3,881 3,902 21 (0.5) 

職 員 数（ 一 般） 2,650 2,667 2,676 ， (0.3) 
II （再任用短時間職員） 122 125 135 10 (8.0) 

II （会計年度任用職員） 1,052 1,089 1,091 2 (0.2) 

区 /刀¥. 2年度 3年度 4年度 対前年度（伸率：％）

給 与 費 25,366 25,556 25,089 △ 467 （△ 1.8) 

報 酬 2,266 2,360 2,372 12 (0.5) 

給 料 9,622 9,649 9,561 △ 88 （△ 0.9) 

職 員 手 当 9,008 9,042 8,804 △ 238 （△ 2.6) 

.::f± ノ ‘‘ 済 費 4,470 4,505 4,352 △ 153 （△ 3.4) 

【注】各年度、一般職にかかる当初一般会計予算額（除く、退職手当）

区 /刀¥. 2年度 3年度 4年度 i対前年度（伸率：％）

退 職 手 当 1,637 2,159 2,0201 △ 1391 (△ 6.4) 

退 職 者 数 98 134 1371 31 (2.2) 

【注］各年度、一般職にかかる当初一般会計予算額

単位：人

5年度 対前年度（伸率：％）

3,909 7 (0.2) 

2,702 26 (1.0) 

117 △ 18 （△ 13.3) 

1,090 △ l （△ 0.1) 

単位：百万円

5年度 対前年度（伸率：％）

25,248 159 (0.6) 

2,398 26 (1.1) 

9,630 69 (0.7) 

8,895 91 (1.0) 

4,325 △ 27 （△ 0.6) 

単位：百万円、人

5年度 対前年度（伸率：％）

713△ 1,307 (△ 64. 7) 

94 △ 43 (△ 31.4) 
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【国民健康保険特別会計歳入予算款別総括表】
（単位：千円）

款；；ゞにこ＼ 令和5年度 令和4年度 比較増減

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

1 国民健康保険料 10,524,832 27.1% 9,726,996 26.4% 797,836 8.2% 

2 - 部 負 担 金 2 0.0% 2 0.0% 

゜
0.0% 

3 使用料及び 手数料 198 0.0% 201 0.0% △ 3 △ 1.5% 

4 都 支 出 金 22,211,005 57.2% 21,999,921 59.7% 211,084 1.0% 

5 財 産 収 入 2 0.0% 2 0.0% 

゜
0.0% 

6 繰 入 金 5,939,115 15.3% 4,987,735 13.5% 951,380 19.1% 

7 繰 越 金 100,978 0.2% 87,931 0.2% 13,047 14.8% 

8 諸 収 入 75,829 0.2% 79,770 0.2% △ 3,941 △ 4.9% 

歳 入 合 計 38,851,961 100% 36,882,558 100% 1,969,403 5.3% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります

【国民健康保険特別会計歳出予算款別総括表】
（単位：千円）

款：こ、ミミ＼ 令和5年度 令和4年度 比較増減

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

l 総 務 費 874,813 2.2% 783,543 2.1% 91,270 11.6% 

2 保 険 給 付 費 22,337,306 57.5% 22,063,002 59.8% 274,304 1.2% 

3 国民健康保険事業費納付金 15,166,533 39.0% 13,593,427 36.9% 1,573,106 11.6% 

4 保 健 事 業 費 221,801 0.6% 204,125 0.6% 17,676 8.7% 

5 諸 支 出 金 101,508 0.3% 88,461 0.2% 13,047 14.7% 

6 予 備 費 150,000 0.4% 150,000 0.4% 

゜
0.0% 

歳 出 合 計 38,851,961 100% 36,882,558 100% 1,969,403 5.3% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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【介護保険特別会計歳入予算款別総括表】
（単位：千円）

款；；ゞにこ＼ 令和5年度 令和4年度 比較増減

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

1 介 護 保 険 料 5,030,452 18.0% 5,027,175 18.6% 3,277 0.1% 

2 使用料及び手数料 3 0.0% 3 0.0% 

゜
0.0% 

3 国 庫 支 出 金 6,249,342 22.4% 6,091,195 22.5% 158,147 2.6% 

4 支払基金交付金 7,067,622 25.3% 6,824,359 25.2% 243,263 3.6% 

5 都 支 出 金 3,939,977 14.1% 3,808,373 14.1% 131,604 3.5% 

6 財 産 収 入 2,511 0.0% 1,624 0.0% 887 54.6% 

7 繰 入 金 5,609,464 20.1% 5,236,536 19.4% 372,928 7.1% 

8 繰 越 金 20,417 0.1% 21,234 0.1% △ 817 △ 3.8% 

9 諸 収 入 11,078 0.0% 17,273 0.1% △ 6,195 △ 35.9% 

歳 入 ムロ 計 27,930,866 100% 27,027,772 100% 903,094 3.3% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります

【介護保険特別会計歳出予算款別総括表】 （単位：千円）

款二こ-t._こ＼、
令和5年度 令和4年度 比較増減

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

l 総 務 費 983,055 3.5% 990,496 3.7% △ 7,441 △ 0.8% 

2 保 険 給 付 費 25,183,867 90.2% 24,305,343 89.9% 878,524 3.6% 

3 基 金 積 }L ---1...- 金 64,632 0.2% 65,093 0.2% △ 461 △ 0.7% 

4 地域 支援事業費 1,628,863 5.8% 1,595,559 5.9% 33,304 2.1% 

5 諸 支 出 金 20,449 0.1% 21,281 0.1% △ 832 △ 3.9% 

6 予 備 費 50,000 0.2% 50,000 0.2% 

゜
0.0% 

歳 出 ムロ 計 27,930,866 100% 27,027,772 100% 903,094 3.3% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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【後期高齢者医療特別会計歳入予算款別総括表】
（単位：千円）

年 度 令和5年度 令和4年度 比較増減

款別内訳 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

l 後期高齢者医 療 保 険 料 4,723,245 56.7% 4,485,144 56.4% 238,101 5.3% 

2 使用料及び 手 数 料 6 0.0% 6 0.0% 

゜
0.0% 

3 繰 入 金 3,477,943 41.8% 3,369,843 42.3% 108,100 3.2% 

4 繰 越 金 10,774 0.1% 10,663 0.1% 111 1.0% 

5 諸 収 入 112,307 1.4% 92,264 1.2% 20,043 21.7% 

歳 入 合 計 8,324,275 100% 7,957,920 100% 366,355 4.6% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります

【後期高齢者医療特別会計歳出予算款別総括表】 （単位：千円）

款：こ--!__こ＼ 令和5年度 令和4年度 比較増減

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

l 総 務 費 181,562 2.2% 209,589 2.6% △ 28,027 △ 13.4% 

2 広域連合納付金 7,900,586 94.9% 7,514,427 94.4% 386,159 5.1% 

3 後期高齢者支援事業費 221,202 2.7% 212,941 2.7% 8,261 3.9% 

4 諸 支 出 金 10,925 0.1% 10,963 0.2% △ 38 △ 0.3% 

5 予 備 費 10,000 0.1% 10,000 0.1% 

゜
0.0% 

威,,... 
出 合 計 8,324,275 100% 7,957,920 100% 366,355 4.6% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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【各会計予算総括表】 5年度1号(3月）・4年度2号(3月）補正後予算比較
（単位：千円）

~ 
令和5年度 令和4年度 比較増減

(3月補正 1号補正後） (3月補正 2号補正後）

予算額 予算額 増減額 増減率

般 ,,6... 
計 170,026,083 167,172,572 2,853,511 1.7% 云

国民健康保険特別会計 38,866,978 36,631,945 2,235,033 6.1% 

介護保険特別会計 27,930,866 27,027,772 903,094 3.3% 

後期高齢者医療特別会計 8,324,275 7,957,920 366,355 4.6% 

合 計 245,148,202 238,790,209 6,357,993 2.7% 
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【一般会計歳入予算款別総括表】 5年度1号(3月）・4年度2号(3月）補正後予算比較 （単位：千円）

款~こ~
令和5年度 令和4年度

比較増減
1号補正後 2号補正後

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

1 特 別 区 税 52,971,915 31.1% 49,838,760 29.8% 3,_133,155 6.3% 

2 地 方 譲 与 税 502,205 0.3% 504,937 0.3% △ 2,732 △ 0.5% 

3 利 子 割 交 付 金 167,187 0.1% 113,947 0.1% 53,240 46.7% 

4 配 当 割 交 付 金 864,367 0.5% 781,454 0.5% 82,913 10.6% 

5 株式等譲渡所得割交付金 839,278 0.5% 893,654 0.5% △ 54,376 △ 6.1% 

6 地 方消費税交付金 13,649,946 8.0% 11,617,683 7.0% 2,032,263 17.5% 

7 自動車 取 得税交 付 金 1 0.0% 1 0.0% 

゜
0.0% 

8 環境性能割交付金 141,680 0.1% 127,526 0.1% 14,154 11.1% 

9 地 方特例交付金 109,967 0.1% 133,748 0.1% △ 23,781 △ 17.8% 

10特 別 区 交 付 金 30,283,000 17.8% 28,791,000 17.2% 1,492,000 5.2% 

11交通安全対策特別交付金 34,665 0.0% 35,592 0.0% △ 927 △ 2.6% 

12分担金及び負担金 1,994,424 1.2% 2,059,268 1.2% △ 64,844 △ 3.1% 

13使用料及び手数料 4,688,041 2.8% 4,678,688 2.8% 9,353 0.2% 

14国 庫 支 出 金 32,416,019 19.1% 34,341,278 20.5% △ 1,925,259 △ 5.6% 

15都 支 出 金 12,489,804 7.3% 12,285,871 7.4% 203,933 1.7% 

16財 産 収 入 1,840,965 1.1% 1,739,346 1.0% 101,619 5.8% 

17寄 附 金 188,696 0.1% 47,824 0.0% 140,872 294.6% 

18繰 入 金 9,890,070 5.8% 12,413,008 7.4% △ 2,522,938 △ 20.3% 

19繰 越 金 2,000,000 1.2% 2,000,000 1.2% 

゜
0.0% 

20諸 収 入 2,364,853 1.4% 3,359,987 2.0% △ 995,134 △ 29.6% 

21特 別 区 債 2,589,000 1.5% 1,409,000 0.9% 1,180,000 83.7% 

威’’― 入 合 計 170,026,083 100% 167,172,572 100% 2,853,511 1. 7% 
項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります

【一般会計歳出予算款別総括表】 5年度1号(3月）・4年度2号(3月）補正後予算比較 （単位：千円）

款~こ： 令和5年度 令和4年度
比較増減

1号補正後 2号補正後

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

1 議 会 費 739,276 0.4% 722,810 0.4% 16,466 2.3% 

2 総 務 費 11,893,739 7.0% 12,657,251 7.6% △ 763,512 △ 6.0% 

3 地 域 振 興 費 8,928,549 5.2% 7,602,710 4.5% 1,325,839 17.4% 

4 文化観光産 業 費 6,036,136 3.5% 7,070,713 4.2% △ 1,034,577 △ 14.6% 

5 福 祉 費 46,255,880 27.2% 46,680,590 27.9% △ 424,710 △ 0.9% 

6 子 ど も 家 庭 費 32,395,446 19.1% 32,351,799 19.4% 43,647 0.1% 

7 健 康 費 21,407,933 12.6% 20,565,489 12.3% 842,444 4.1% 

8 環 境 清 掃 費 8,768,471 5.2% 8,454,066 5.1% 314,405 3.7% 

9 土 木 費 12,193,991 7.2% 11,823,079 7.1% 370,912 3.1% 

10教 ギ目 費 15,311,109 9.0% 12,945,971 7.7% 2,365,138 18.3% 

11公 債 費 2,069,835 1.2% 2,372,954 1.4% △ 303,119 △ 12.8% 

12諸 支 出 金 3,725,718 2.2% 3,625,140 2.2% 100,578 2.8% 

13予 備 費 300,000 0.2% 300,000 0.2% 

゜
0.0% 

威, ... 出 合 計 170,026,083 100% 167,172,572 100% 2,853,511 1. 7% 
項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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【一般会計歳出性質別総括表】 5年度1号(3月） ・4年度2号(3月）補正後予算比較

単位：百万円

性ここミ＼
令和5年度 令和4年度

比較増減
1号補正後 2号補正後

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

義務的 経 費 82,264 48.4% 83,571 50.0% △ 1,307 △ 1.6% 

人 件 費 27,025 15.9% 28,156 16.9% △ 1,131 △ 4.0% 

扶 助 費 53,175 31.3% 53,045 31.7% 130 0.2% 

公 債 費 2,064 1.2% 2,370 1.4% △ 306 △ 12.9% 

投資的経 費 11,901 7.0% 10,820 6.5% 1,081 10.0% 

補 助 事 業 費 4,308 2.5% 5,071 3.0% △ 763 △ 15.0% 

単 独 事 業 費 7,593 4.5% 5,749 3.5% 1,844 32.1% 

一 般事業 費 75,861 44.6% 72,782 43.5% 3,079 4.2% 

物 件 費 44,765 26.3% 42,000 25.1% 2,765 6.6% 

維 持 補 修 費 1,300 0.8% 1,298 0.8% 2 0.1% 

補 助 費 等 11,343 6.7% 11,550 6.9% △ 207 △ 1.8% 

積
}L ,. 

金 3,927 2.3% 3,826 2.3% 101 2.6% 

投 資 及び出 資 金

貸 付 金 54 0.0% 1,158 0.7% △ 1,104 △ 95.3% 

繰 出 金 14,172 8.3% 12,650 7.5% 1,522 12.0% 

予 備 費 300 0.2% 300 0.2% 

゜
0.0% 

歳 出 ムロ 計 170,026 100% 167,173 100% 2,853 1. 7% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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【国民健康保険特別会計歳入予算款別総括表】 5年度1号(3月）・4年度1号(3月）補正後予算比較

（単位：千円）

款~ご＼
令和5年度 令和4年度

比較増減
1号補正後 1号補正後

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

1 国民健康保険料 10,599,912 27.3% 9,881,218 27.0% 718,694 7.3% 

2 - 部 負 担 金 2 0.0% 2 0.0% 

゜
0.0% 

3 使用料及び手数料 198 0.0% 201 0.0% △ 3 △ 1.5% 

4 都 支 出 金 22,211,005 57.1% 21,999,921 60.1% 211,084 1.0% 

5 財 産 収 入 2 0.0% 2 0.0% 

゜
0.0% 

6 繰 入 金 5,877,227 15.1% 4,582,900 12.5% 1,294,327 28.2% 

7 繰 越 金 100,978 0.3% 87,931 0.2% 13,047 14.8% 

8 諸 収 入 75,829 0.2% 79,770 0.2% △ 3,941 △ 4.9% 

9 国 庫 支 出 金 1,825 0.0% 1,825 皆増

歳 入 合 計 38,866,978 100% 36,631,945 100% 2,235,033 6.1% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります

【国民健康保険特別会計歳出予算款別総括表】 5年度1号(3月） ・4年度1号(3月）補正後予算比較

（単位：千円）

款~ミご＼
令和5年度 令和4年度

比較増減
1号補正後 1号補正後

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

1 総 務 費 874,813 2.2% 783,543 2.1% 91,270 11.6% 

2 保 険 給 付 費 22,366,506 57.5% 22,063,002 60.2% 303,504 1.4% 

3 国民健康保険事業費納付金 15,152,350 39.0% 13,342,814 36.4% 1,809,536 13.6% 

4 保 健 事 業 費 221,801 0.6% 204,125 0.6% 17,676 8.7% 

5 諸 支 出 金 101,508 0.3% 88,461 0.3% 13,047 14.7% 

6 予 備 費 150,000 0.4% 150,000 0.4% 

゜
0.0% 

戚,,--
出 合 計 38,866,978 100% 36,631,945 100% 2,235,033 6.1% 

項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります
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吊 合 政策 部財政課

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
電話番号 (03)5 2 7 3 -4 0 4 9 (ダイヤルイン）
FAX番号 (03)3 2 0 9 - 1 1 7 8 

===~ 
孟:,"= = ＝＝＝ = "='" 

古紙配合率70%

白色度70%再生紙を使用しています

新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造ずるまちづくりを推進しています。

本誌は森林資源の保護とリサイクルの促進のため、古紙を利用した再生祇を使用しています。
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