
第二次実行計画　素案からの主な変更内容

1　計画事業全体

（１）事業数 （２）事業費

【内訳】

２　個別の計画事業

（１）新たに計画に位置付けた事業
（単位:千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計

素案 ― ― ― ―

計画 122,582 ― ― 122,582

増減 122,582 ― ― 122,582

計画
ページ

素案
ページ

学校施設の改善

計画事業名 事業内容

― 31
教育委員会事
務局

17
　第一次実行計画では、学校トイレ洋式化工事を令和2年度に完了する予定であったが、令
和2年度は夏季休業短縮に伴い予定していた工事（小学校3校33基、中学校6校100基
の洋式化）を実施できなかったため、令和3年度に工事実施経費を計上する。

区分
事業費

所管部

資料3

新規 拡充 統合 分割 他

Ⅰ 暮らしやすさ1番の新宿 27 32 1 14 2 0 15

Ⅱ 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化 11 17 0 3 0 0 14

Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造 26 38 1 4 3 2 28

Ⅳ 健全な区財政の確立 4 6 0 0 0 0 6

Ⅴ 好感度1番の区役所 2 2 2 0 0 0 0

70 95 4 21 5 2 63

計画
事業数

枝事業含む事業数

合計

内訳
合計

計画事業数 71 計画事業数 70

枝事業含む 94 枝事業含む 95

素案 計画
（単位:千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計

素案 8,266,872 6,414,599 6,474,118 21,155,589

計画 14,275,653 11,065,259 10,627,680 35,968,592

増減 6,008,781 4,650,660 4,153,562 14,813,003
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（２）事業内容精査のため、素案段階では「調整中」とした事業
（単位:千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計

素案 ― ― ― ―

計画 2,065,452 2,120,912 2,168,319 6,354,683

増減 2,065,452 2,120,912 2,168,319 6,354,683

素案 ― ― ― ―

計画 89,261 89,221 89,221 267,703

増減 89,261 89,221 89,221 267,703

素案 ― ― ― ―

計画 62,867 62,867 62,867 188,601

増減 62,867 62,867 62,867 188,601

3029日本語サポート指導15
教育委員会事
務局

（１）日本語初期指導
　区立学校に編入した外国籍等の児童・生徒等が日本語の授業を理解できるように、日本語
初期指導を行う。
（２）日本語学習指導
　日本語初期指導終了後、希望者に対して放課後に日本語による教科の学習指導を実施
する。
（３）外国籍等の中学校3年生に対する進学支援
　中学校3年生のうち、日本語による学習活動に支障が生じている外国籍等の生徒を対象
に、受験に必要な学習指導を行い、進学を支援する。
（４）保護者会等への通訳派遣
　保護者会、面談等の際に通訳が必要な場合に、通訳を派遣する。
（５）ICTを活用した日本語サポート指導の研究
　タブレット端末１人１台環境を活用した指導手法を検討し、令和4年度より実施する。

10

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の
充実

11

2626子ども家庭部

（１）学童クラブの運営
　児童館の学童クラブスペースや、小学校の空きスペースを活用して学童クラブを運営する。
　また、落合第五小学校内学童クラブを開設する。
（２）民間学童クラブへの助成
　民間学童クラブの運営を補助する。
　第二次実行計画では、定員超過状況が続く学童クラブへの対策として、新規民間学童クラ
ブを2所公募する。
（３）放課後子どもひろば（ひろばプラス含む）の運営
　放課後の学校を活用した子どもの居場所として、放課後子どもひろば及びひろばプラスを運営
する。
　第二次実行計画では、放課後子どもひろば5所にて新たにひろばプラスを実施し、新宿養護
学校を除く区立小学校の放課後子どもひろば全29箇所でひろばプラスを実施する体制を整備
する。

2726健康部

（１）産後ケア事業（ショートステイ型）の実施
　令和3年度からショートステイ型の産後ケア事業を開始する。
（２）子育て世代への包括的な支援体制の整備
　令和3年度に「子育て世代包括支援センター」を設置するとともに、「新宿区子ども家庭・若
者サポートネットワーク」に「子育て包括支援部会」を新設し、関係機関の相互の連携を強化
し、子育て世代への支援体制の一層の充実を図る。
（３）「ゆりかご・しんじゅく」の実施
　すべての妊婦の方を対象に保健師などが面談し、潜在・顕在するリスクや不安に対して、妊
娠期から子育て期にかけての支援プランを作成し、切れ目のない支援を実施していく。

放課後の子どもの居場所の充実

計画
ページ

計画事業名 枝事業名 区分
事業費

事業内容 所管部
素案
ページ

2



（単位:千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計

計画
ページ

計画事業名 枝事業名 区分
事業費

事業内容 所管部
素案
ページ

素案 ― ― ― ―

計画 919,620 919,620 845,533 2,684,773

増減 919,620 919,620 845,533 2,684,773

素案 ― ― ― ―

計画 10,102 ― ― 10,102

増減 10,102 ― ― 10,102

素案 ― ― ― ―

計画 23,206 2,477 2,477 28,160

増減 23,206 2,477 2,477 28,160

素案 ― ― ― ―

計画 13,251 8,532 8,532 30,315

増減 13,251 8,532 8,532 30,315

素案 ― ― ― ―

計画 33,960 31,017 31,017 95,994

増減 33,960 31,017 31,017 95,994

素案 ― ― ― ―

計画 16,942 16,942 16,942 50,826

増減 16,942 16,942 16,942 50,826

素案 ― ― ― ―

計画 128,511 ― ― 128,511

増減 128,511 ― ― 128,511

67 70

5149

3432

30 32

37 新型インフルエンザ等対策の推進

英語キャンプの実施20

ICTを活用した教育の充実18

文化観光産業
部

文化観光産業
部

教育委員会事
務局

教育委員会事
務局

（１）「新宿区版GIGAスクール構想」に基づく学校教育の推進
　児童・生徒1人1台のタブレット端末を整備し、学校の授業の中で効果的に活用することで、
習熟度に応じた個別最適化された学びや、協働学習による深い学びを実現させるとともに、今
後、感染症等による学校の臨時休業等が生じた際は、同時双方向の遠隔授業の実施や児
童・生徒と教員との通信手段として活用する。
（２）端末、ソフトウェア等の運用保守

（１）区内診療所及び薬局への院内備蓄の準備支援
　感染防護服セットを購入し、区内診療所及び薬局への院内備蓄の準備支援を行う。
（２）区民等への普及啓発
　区民等への普及啓発物品を購入する。
（３）新型インフルエンザ等対策連絡会の開催、発生状況を想定した訓練の実施
　新型インフルエンザ等対策連絡会を開催し、新宿区医師会、歯科医師会、薬剤師会、医
療機関、 警察・消防等の関係機関との連携の強化を図る。また、同連絡会の地域医療体制
専門部会において、発生時対応訓練を実施する。
（４）医師会用備蓄物品の購入
　医療の継続提供のため、令和3年度に新宿区医師会用の備蓄物品を購入する。
（５）備蓄用予防薬・職員用感染防護服の購入
　令和3年度に更新年度を迎える備蓄用予防薬・職員用感染防護服を購入する。

英語キャンプ
　英語だけの環境に身を置く英語キャンプを実施し、楽しみながら外国語によるコミュニケーショ
ン能力の基礎を養う。

（１）エリア別新宿観光マップの改訂・作成・配布
　地図基盤の更新や掲載情報を精査し、より分かりやすい観光マップを作成する。（作成部
数40万部）
（２）新宿文化観光資源案内サイトの運用
　新宿文化観光資源案内サイト「温故知しん!じゅく散歩」を運用し、観光資源や文化歴史
資源等を広く発信する。

地域振興部

（１）大久保スポーツプラザ庭球場の整備
　テニスコート改修工事、照明LED化工事を実施する。
（２）戸山公園箱根山地区多目的運動広場における総合運動場の整備・検討（再掲）

70 73

③
新宿区スポーツ施設整備
基金を活用したスポーツ施
設の整備

スポーツ環境の整
備

62

①
新宿ブランドを活
用した取組の推
進

56
多彩な観光資源を活かし
た区内回遊の促進

②

新宿の魅力としての文化の創造と発信

観光と一体となっ
た産業振興

健康部

新宿フィールドミュージアムの実施
➀ 新宿フィールドミュージアム協議会の開催
② コアイベントである都市型音楽フェス「-shin-音祭(しんおんさい)」の実施58

（１）新宿観光振興協会のホームページ、SNS（Facebook,Twitter）の活用
　英語専用のホームページを開設し、新宿の魅力を広く発信する。
（２）観光情報誌「新宿plus」の発行、電子書籍化60 魅力ある観光情報の発信

72

文化観光産業
部

69

7573

3



（単位:千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計

計画
ページ

計画事業名 枝事業名 区分
事業費

事業内容 所管部
素案
ページ

素案 ― ― ― ―

計画 1,415,981 ― ― 1,415,981

増減 1,415,981 ― ― 1,415,981

素案 ― ― ― ―

計画 ― ― ― ―

増減 ― ― ― ―

素案 ― ― ― ―

計画 814 5,773 3,857 10,444

増減 814 5,773 3,857 10,444

68
区有施設のマネ
ジメント

③
旧都立市ヶ谷商業高等学
校の将来活用

　旧都立市ヶ谷商業高等学校の跡地等活用方針に基づき、敷地の活用及び整備方法を検
討する。

67

　施設の老朽度や修繕の緊急度等を勘案のうえ対象施設を決定し、令和3年度の区有施設
修繕を実施する。区有施設等の⾧

寿命化
中⾧期修繕計画に基づく
施設の維持保全

① 関係部

8869 多様な決済手段を活用した電子納付の推進

（１）交通系電子マネー決済の導入
　戸籍住民課での手数料等の支払手段に交通系電子マネー決済を導入する。
（２）PayPay・LINE Pay決済の導入
　特別区民税等、国民健康保険料、介護保険料の支払手段に、PayPay・LINE Pay決済
を導入する。

総合政策部
総務部
地域振興部
福祉部
健康部

86

78 80

総合政策部
総務部
福祉部
教育委員会事
務局

8280
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（３）内容変更のある主な事業
（単位:千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計

素案 26,281 33,380 29,434 89,095

計画 26,268 33,369 29,414 89,051

増減 △13 △11 △20 △44

素案 395,305 ― ― 395,305

計画 233,160 ― ― 233,160

増減 △162,145 ― ― △162,145

素案 148,680 100,800 ― 249,480

計画 151,200 100,800 ― 252,000

増減 2,520 0 ― 2,520

素案 21,240 14,400 ― 35,640

計画 21,600 14,400 ― 36,000

増減 360 0 ― 360

素案 1,657 ― ― 1,657

計画 2,247 ― ― 2,247

増減 590 ― ― 590

素案 258,222 ― 205,950 464,172

計画 716,059 263,964 210,216 1,190,239

増減 457,837 263,964 4,266 726,067

素案 3,486 3,486 3,486 10,458

計画 2,188 2,188 2,188 6,564

増減 △1,298 △1,298 △1,298 △3,894

素案 7,942 5,155 4,155 17,252

計画 7,745 4,955 3,955 16,655

増減 △197 △200 △200 △597

3924 多様な主体との協働の推進

　新型コロナウイルス感染症の影響により、各イベントにおける協働推進基金の趣旨普及品を配布する機会が減
少していることから趣旨普及品の作成を休止するため、事業費を変更する。

地域振興部

22 若者の区政参加の促進

　しんじゅく若者意識調査で実施している若者世代の意見聴取は、区民意識調査のインターネット回答の導入に
より行っていく。

総合政策部 35

37

37

9 着実な保育所待機児童対策の推進

① 新宿自治創造研究所の人口推計見直しを踏まえた「新宿区子ども・子育て支援事業計画（第二期）」にお
ける保育需要及び確保定員数の更新に伴い、保育所整備箇所数を増加し、係る経費を計上する。
　【令和3年度】
　　賃貸物件を活用した私立保育所整備　素案:1所　→計画:2所
　【令和4年度】
　　賃貸物件を活用した私立保育所整備　素案:0所　→計画:1所

② 認証保育所の認可化を事業化したことにより、保育所整備箇所数を増加し、係る経費を計上する。
　【令和3年度】
　　認証保育所の認可化に伴う私立保育所の整備　素案:0所　→計画:1所

子ども家庭部 25 26

23

7 障害者グループホームの設置促進

　払方町国有地の公募スケジュールの変更のため、令和3年度に事業者の選定経費を計上する。

福祉部 24 24

③ ショートステイの整備

　市谷薬王寺町国有地の整備スケジュールの変更のため、令和3年度の事業費を変更する。

福祉部 23

5
介護保険サービ
スの基盤整備

① 払方町国有地の公募スケジュールの変更のため、令和3年度に事業者の選定経費を計上する。
② 払方町国有地の必須事業としていた、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護につ
いて、事業者の提案による任意事業としたため、補足説明を加える。
③ 令和2年度に民有地における認知症高齢者グループホーム2所の公募を実施したが、1所分の応募事業者が
なかったため、令和3年度に事業者の選定経費を追加で計上する。なお、施設整備補助金等については、整備事
業者が決定した段階で対応するため、事業費を減額する。
【令和3年度】民有地 認知症高齢者グループホーム  素案:公募1所(27人) → 計画:公募2所(54人)
④ 市谷山伏町（民有地）における小規模多機能型居宅介護及び認知症高齢者グループホームの整備スケ
ジュールに変更が生じたため、年度別計画及び令和3年度の事業費を変更する。

2
高齢期の健康づ
くりと介護予防・フ
レイル予防の推進

①
高齢期の健康づくりと介護
予防・フレイル予防事業

福祉部
健康部

22

②
特別養護老人ホームの整
備

　市谷薬王寺町国有地の整備スケジュールの変更のため、令和3年度の事業費を変更する。

福祉部 22 22

18 18

①
地域密着型サービスの整
備

福祉部 22

　区オリジナルの3つの体操・トレーニング（新宿いきいき体操、新宿ごっくん体操、しんじゅく100トレ）の普及啓発
のための新たな仕組みの構築に向け、地域で活動しているサポーターの育成・支援を継続しながら幅広く意見を
伺ったうえで調整していく必要があることから、年度別計画の記載を変更する。

計画事業名 枝事業名 区分
事業費

変更内容 所管部
素案
ページ

計画
ページ

5



（単位:千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計
計画事業名 枝事業名 区分

事業費
変更内容 所管部

素案
ページ

計画
ページ

素案 443,464 349,135 347,139 1,139,738

計画 462,963 348,988 346,992 1,158,943

増減 19,499 △147 △147 19,205

素案 84,190 49,973 42,524 176,687

計画 8,299 2,207 2,207 12,713

増減 △75,891 △47,766 △40,317 △163,974

素案 84,087 538,087 1,254,087 1,876,261

計画 87 538,087 1,254,087 1,792,261

増減 △84,000 0 0 △84,000

素案 1,600,085 603,659 ― 2,203,744

計画 1,657,671 603,659 ― 2,261,330

増減 57,586 0 ― 57,586

素案 249 249 249 747

計画 304 304 304 912

増減 55 55 55 165

素案 27,635 672 672 28,979

計画 42,891 672 672 44,235

増減 15,256 0 0 15,256

素案 59,443 59,443 59,443 178,329

計画 56,816 56,816 56,816 170,448

増減 △2,627 △2,627 △2,627 △7,881

素案 52,850 52,850 52,850 158,550

計画 53,891 53,891 53,891 161,673

増減 1,041 1,041 1,041 3,123

素案 23,552 22,713 22,644 68,909

計画 21,066 20,227 20,158 61,451

増減 △2,486 △2,486 △2,486 △7,458

素案 2,261 2,261 2,261 6,783

計画 4,168 4,168 4,168 12,504

増減 1,907 1,907 1,907 5,721

55

ごみ発生抑制を
基本とするごみの
減量とリサイクルの
推進

① ごみの発生抑制の推進

　新型コロナウイルス感染症対策を講じた手法による３R推進月間キャンペーンを実施するための事業費を計上す
る。

環境清掃部 65 68

56

54
地球温暖化対策
の推進

①
区民省エネルギー意識の
啓発

　新型コロナウイルス感染症対策を講じた手法によるエコライフまつりを実施するための事業費を計上する。

環境清掃部 62 65

40 歌舞伎町地区のまちづくり推進

　新型コロナウイルス感染症対策を講じた手法による歌舞伎町クリーン作戦を実施するため、年度別計画及び事
業費を変更する。

文化観光産業
部
みどり土木部
環境清掃部

53

67③
区が取り組む地球温暖化
対策の推進

　伊那市、沼田市、あきる野市の「新宿の森」での自然体験について、実施方法等を検討するため、年度別計画
及び事業費を変更する。

環境清掃部 64

46

③
市街地再開発の事業化
支援

　新宿三丁目地区について、再開発準備組合が設立される予定のため、支援対象地区に新宿三丁目地区を追
加し、事業費を変更する。

都市計画部 44 46

39
新宿駅周辺地区
の整備推進

①
新宿駅直近地区のまちづく
り

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、新宿駅直近地区における開発のスケジュールに変更があったため、令
和3年度の事業費を変更する。
② 新型コロナウイルス感染症の影響による交通動線調査の実施方法の検討を踏まえ、実施に係る事業費を計
上する。

都市計画部 51 54

②
防災街区整備事業助成
（西新宿五丁目北地
区）

　令和2年度国費補助内示に伴い区補助額を減額し、令和3年度の事業費を変更する。

都市計画部 44

30
再開発による市
街地の整備

29
木造住宅密集地
域の防災性強化

①
木造住宅密集地域の整
備促進
（若葉・須賀町地区）

　道路用地等買収について、買収手続きの効率化を図るため、令和3年度から土地開発公社による買収へと変
更し、道路用地購入及び道路用地整備に係る事業費を変更する。

都市計画部 43 45

28
建築物等の耐震
性強化

①

都市計画部 42

都市計画部 41 43

44

①
市街地再開発事業助成
（西新宿五丁目中央南
地区）

　権利者調整に時間を要しており、権利変換計画認可が遅延することとなったため、令和3年度の事業費を変更
する。
　【令和2年度末の現況（予定）】
　　素案:土地整備（除却工事費）→計画:調査設計（調査設計計画費）
　【令和3年度】
　　素案:土地整備（除却工事費）、共同施設整備（建築工事費）→計画:権利変換計画認可
　【令和4年度】
　　素案:共同施設整備（建築工事費）→計画:土地整備（除却工事費）、
　　共同施設整備（建築工事費）

建築物等耐震化支援事
業

　令和2年度に着工を予定していた特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事（2件）について、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、遅延することとなった。うち1件については、令和3年度内の着工が決まったことか
ら、令和3年度に改修工事費を計上する。
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（単位:千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計
計画事業名 枝事業名 区分

事業費
変更内容 所管部

素案
ページ

計画
ページ

素案 11,188 13,049 11,188 35,425

計画 12,644 14,506 12,644 39,794

増減 1,456 1,457 1,456 4,369

素案 23,156 22,153 23,019 68,328

計画 22,274 21,408 22,274 65,956

増減 △882 △745 △745 △2,372

素案 12,921 12,921 12,921 38,763

計画 11,565 11,565 11,565 34,695

増減 △1,356 △1,356 △1,356 △4,068

素案 5,872 6,887 5,213 17,972

計画 24,591 6,896 5,222 36,709

増減 18,719 9 9 18,737

素案 ― ― ― ―

計画 25,245 ― ― 25,245

増減 25,245 ― ― 25,245

素案 ― ― ― ―

計画 788,279 1,097,694 1,066,459 2,952,432

増減 788,279 1,097,694 1,066,459 2,952,432

80 8268
区有施設のマネ
ジメント

②
牛込保健センター等複合
施設の建替え

　素案時点では設計中であったため事業費を「積算中」としていたが、設計に基づいて令和3年度から5年度の事
業費を計上する。 福祉部

子ども家庭部
健康部

66 効果的・効率的な業務の推進

　令和2年度に実施した事業内容の見直し、RPA等のICT利活用の検討を踏まえ、令和3年度に業務改善を行
うための事業費を計上する。

総合政策部 76 78

64 平和啓発事業の推進

　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度の実施を中止した平和都市宣言35周年記念事業及び平
和啓発冊子の作成を令和3年度に実施するため、年度別計画及び事業費を変更する。 総務部

教育委員会事
務局

75

72 75① スポーツコミュニティの推進

　新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、トップアスリートとの交流事業、指導員養成講座（ボッチャ等）を休
止するため、年度別計画及び事業費を変更する。

地域振興部
スポーツ環境の整
備

62

77

59 新宿の歴史・文化の魅力向上

　漱石山房記念館の来館者自身のスマートフォン等による音声ガイドの利用など、来館者の利便性の向上に向
け、令和2年度に無料公衆無線LAN環境を整備したため、年度別計画及び事業費を変更する。 文化観光産業

部
69 72

文化観光産業
部

67 70① しんじゅく逸品の普及

　新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた手法によるしんじゅく逸品のPRを行うため、年度別計画及び事業費を
変更する。観光と一体となっ

た産業振興
56
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（４）指標の変更

所管部
素案
ページ

計画
ページ

5
介護保険サービス
の基盤整備

①
地域密着型サービスの整
備

福祉部 90 92

23 地域振興部 91 94

28
建築物等の耐震
性強化

①
建築物等耐震化支援事
業

都市計画部 92 94

29
木造住宅密集地
域の防災性強化

①
木造住宅密集地域の整
備促進（若葉・須賀町地
区）

都市計画部 92 95

30
再開発による市
街地の整備

③
市街地再開発の事業化
支援

都市計画部 93 95

39
新宿駅周辺地区
の整備推進

➄
新宿駅周辺地区のまちづく
りルールの策定

都市計画部 94 96

41 都市計画部 94 96

63 地域振興部 96 99

（５）事業名の変更
説明 所管部

68
個別施策名と
計画事業名の
整合を図るため

総合政策部

多文化共生のまちづくりの推進
指標「新宿区多文化共生連絡会の会員数」の令和5年度末の目標を、素案の「131団体」から
「128団体」に変更

「令和2年度末の現況」の時点修正（122団体→119団
体）に伴う変更

区有施設のマネジメント 公共施設等総合管理計画に基づく区有施設のマネジメント

事業名　（変更後） 事業名　（変更前）

95 97

指標「街路灯のCO₂削減量」の令和5年度末の目標を、素案の「1267.0ｔ」から「1338.0ｔ」に
変更

「街路灯のLED化基数」の実績による「令和2年度末の現
況」の時点修正（1075.0ｔ→1145.0ｔ）に伴う変更

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

指標「就職者数（障害者・若年非就業者等）」の令和5年度末の目標を、素案の「延べ129
人」から「延べ123人」に変更

「令和2年度末の現況」の時点修正（延べ167人→延べ
142人）に伴う変更

指標「耐震改修工事費補助完了件数」の令和5年度末の目標を、素案の「751件」から「750
件」に変更

事業実績に基づく変更

文化観光産業部 92 94

指標「地区計画等の策定」の令和5年度末の目標を、素案の「14件」から「17件」に変更 「令和2年度末の現況」の時点修正（11件→14件）に伴
う変更

地区計画等のまちづくりルールの策定
指標「地区計画等の策定」の令和5年度末の目標を、素案の「74件」から「75件」に変更

みどり土木部

事業名 変更内容 主な変更理由

26

計画事業ボックスの修正（支援対象地区に新宿三丁目地
区を追加）に伴う変更

指標「道路用地等拡幅整備」の令和5年度末の目標を、素案の「88㎡（計1,561㎡）」から
「88㎡（計1,493㎡）」に変更

「令和2年度末の現況」の時点修正（48㎡（計1,473
㎡）→58㎡（計1,405㎡））に伴う変更

指標「事業進捗率（新宿三丁目地区）」を追加し、令和5年度末の目標を「30％」に設定

指標「小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員数」の令和5年度末の目標を、素案の「9
所　239人」から「9所　241人」に変更

「令和2年度末の現況」の時点修正（8所　210人→8所
212人）に伴う変更

町会・自治会活性化への支援
指標「町会・自治会の加入世帯数」の令和5年度末の目標を、素案の「101,200世帯」から
「102,000世帯」に変更

「令和2年度末の現況」の時点修正（99,700世帯→
100,591世帯）に伴う変更

指標「就職者数（無料職業紹介事業の利用者）」の令和5年度末の目標を、素案の「延べ371
人」から「延べ530人」に変更

「令和2年度末の現況」の時点修正（延べ432人→延べ
458人）に伴う変更

「令和2年度末の現況」の時点修正（68件→69件）に伴
う変更

46 道路の環境対策

指標「街路灯のLED化基数」の令和5年度末の目標を、素案の「小型蛍光灯のLED化　3,301
基　大型街路灯のLED化　433基」から「小型蛍光灯のLED化　3,572基　大型街路灯のLED
化　528基」に変更

「令和2年度末の現況」の時点修正（小型蛍光灯のLED
化:1,546基→1,817基、大型街路灯のLED化:268基
→363基）に伴う変更

※ 「主な変更」以外にも次の変更等があります。

① 軽微な文言修正や表現の変更
② 「令和2年度末の現況」の時点修正
③ 備考欄に記載する関連事業や用語の説明の修正、再掲事業の掲載
④ 事業費の精査等による事業費の変更
⑤ 「区の施策・事業の全体像（計画事業と経常事業）」の事業名、
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