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イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

第二次実行計画
70の計画事業
70
の計画事業
基本政策Ⅰ

基本政策Ⅱ

基本政策Ⅲ

未来を担う子どもたちの
生きる力を伸ばす教育の充実
▶地域協働学校（コミュニティ・スクー
ル）の充実（7,346万円）
▶特別支援教育の推進
（7億3,871万円）
▶日本語サポート指導
（1億8,860万円）
▶不登校児童・生徒への支援
（415万円）
▶学校施設の改善
（1億2,258万円）
▶ICTを活用した教育の充実
（26億8,477万円）
▶豊かな人間性と社会性を育む教育の
充実
（2,245万円）
▶英語キャンプの実施
（1,010万円）
女性や若者が活躍できる
地域づくりの推進
▶ワ ーク・ライフ・バランス（仕事と生
活の調和）の推進（2,274万円）
▶若者の区政参加の促進（656万円）
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
▶町会・自治会活性化への支援
（1,491万円）
▶多様な主体との協働の推進
（1,666万円）
地域での生活を支える取組の推進
▶成年後見制度の利用促進
（2億8,118万円）
▶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
（8億8,105万円）
▶高齢者や障害者等の住まい安定確保
（1,213万円）

新宿の高度防災都市化と
安全安心の強化

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
（12億4,255万円）
▶木造住宅密集地域の防災性強化
（9,746万円）
▶再開発による市街地の整備
（40億5,450万円）
▶細街路の拡幅整備
（10億8,999万円）
▶道路の無電柱化整備（8億569万円）
▶道路・公園の防災性の向上
（1億9,711万円）

▶まちをつなぐ橋の整備（2億27万円）
災害に強い体制づくり
▶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
（1,430万円）
▶マンション防災対策の充実
（1,428万円）
暮らしやすい安全で安心なまちの実現
▶新 型インフルエンザ等対策の推進
（2,816万円）
▶マンションの適正な維持管理及び再
生への支援（851万円）

新宿区人口ビジョン（改訂版）
・
第二期新宿区総合戦略を策定しました
まち・ひと・しごと創生法
新宿区人口
ビジョン（改訂版）

…講座

令和3年（2021年）2月25日発行

5つの基本政策に沿って計画事業を紹介します（1面
（1面から続く）
から続く）。金額は令和3年度～5年度の総事業費（概
算額）です。金額を記載していない事業は、現時点で事業費を計上していないまたは他の事業で計上してい
る事業です。
【問合せ】企画政策課
（本庁舎3階）☎（5273）3502・㋫
（5272）
5500へ。

暮らしやすさ1番の新宿

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
（5,784万円）
▶高 齢期の健康づくりと介護予防・フ
レイル予防の推進
（8,905万円）
▶生活習慣病の予防
（1,510万円）
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
▶地域で支え合うしくみづくりの推進
（2億8,086万円）
▶介護保険サービスの基盤整備
（5億2,116万円）
▶認 知症高齢者への支援体制の充実
（1,369万円）
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
（225万円）
▶区立障害者福祉施設の機能の充実
安心できる子育て環境の整備
▶着 実な保育所待機児童対策の推進
（11億9,024万円）
▶放課後の子どもの居場所の充実
（63億5,468万円）
▶妊娠期から子育て期にわたる切れ目
のない支援の充実
（2億6,770万円）
▶児童相談所設置準備
（918万円）

…イベント

第二期新宿区総合戦略

令和2年度からの5か年の目標と施策をまとめ
人 口 の 現 状 分 析 と、 た戦略プランで、国の総合戦略で示す政策分野を
20６5年 ま で の 将 来 人
勘案して目標を設定しています。
口推計を行い、将来展望
基本目標1 賑わい都市・新宿を創造する
を示しています。
基本目標2 地方と連携し共に発展する
目指すべき将来の方向性
基本目標3 子育てしやすいまちとして選ばれ
▶①若い世代が安心し
る都市をつくる
て子育てをすることが
基本目標4 心豊かに自分らしく生きることが
できるまち
できる地域社会の実現
▶②
「新宿」の強みを活
基本目標5 高度防災都市化と安全安心の強化
かし、誰もが住みたい、
横断的な目標1 多様な人材の活躍を推進する
住み続けたいと思える
横断的な目標2 新しい時代の流れを力にする
まち

賑わい都市・新宿の創造

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
▶新宿駅周辺地区の整備推進
（14億6,029万円）
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
▶歌舞伎町地区のまちづくり推進
（1億7,045万円）
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
（5,789万円）
▶景観に配慮したまちづくりの推進
（3,726万円）
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
（1,121万円）
▶バリアフリーの整備促進
道路環境の整備
▶都市計画道路等の整備（百人町三・四
丁目地区の道路整備）
（15万円）
▶人にやさしい道路の整備
（3億7,486万円）
▶道路の環境対策（7億6,398万円）
交通環境の整備
▶自転車通行空間の整備
（2億4,694万円）
▶駐輪場等の整備（80万円）
▶安全で快適な鉄道駅の整備促進
（1億9,006万円）
豊かなみどりの創造と
魅力ある公園等の整備
▶新宿中央公園の魅力向上
（2億7,279万円）
▶み んなで考える身近な公園の整備
（6,906万円）
▶公園施設の計画的更新
（1億7,276万円）

基本政策Ⅳ

健全な区財政の確立

▶清潔できれいなトイレづくり
（9,631万円）
地球温暖化対策の推進
▶地球温暖化対策の推進
（2億5,452万円）
資源循環型社会の構築
▶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
（51億1,981万円）
活力ある産業が芽吹くまちの実現
▶観光と一体となった産業振興
（7,011万円）
魅力ある商店街の活性化に向けた支援
▶大学等との連携による商店街支援
（3,024万円）
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
▶新宿の魅力としての文化の創造と発
信
（9,599万円）
▶新宿の歴史・文化の魅力向上
（6,596万円）
国際観光都市・新宿としての
魅力の向上
▶新宿ブランドを活用した取組の推進
（5,083万円）
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
▶新中央図書館等の建設
▶スポーツ環境の整備
（1億6,321万円）
多文化共生のまちづくりの推進
▶多文化共生のまちづくりの推進
（1,040万円）
平和都市の推進
▶平和啓発事業の推進
（3,671万円）

基本政策Ⅴ

好感度1番の区役所

効果的・効率的な行財政運営
行政サービスの向上
▶公民連携（民間活用）の推進
▶多様な決済手段を活用した電
▶効果的・効率的な業務の推進（2,525万円）
子納付の推進
（1,044万円）
公共施設マネジメントの強化
▶行政手続のオンライン化等の
▶区有施設等の長寿命化（14億1,598万円）
推進
▶区有施設のマネジメント（30億5,975万円）

区では、
「まち・ひと・しごと創生法」
に基づき、
区の人口の現状と将来の姿を示した
「新宿区
人口ビジョン
（改訂版）
」と、これを踏まえて5か年の目標や施策をまとめた
「第二期新宿区総
合戦略」
を策定しました。
策定に当たっては、
総合計画・実行計画との整合性を図っています。
● ご意見ありがとうございました
第二次実行計画（素案）とともにパブリック・コメント（意見公募）を実施し92件のご意見
をいただきました。
「新宿区人口ビジョン（改訂版）」と
「第二期新宿区総合戦略」の全文と、お寄せいただいた
ご意見・区の考え方は、企画政策課・区政情報課（本庁舎3階）
・区政情報センター（本庁舎1
階）
・特別出張所・区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。
また、全文を掲載した冊子を区政情報センターで有償頒布します
（ご意見・区の考え方をま
とめた冊子は無料）。
パブリック・コメント（意見公募）
でいただいた主な意見と反映内容
◆ 新宿区人口ビジョン（改訂版）
【共通の意見・反映内容】
「人口ビジョンと総合戦略との関係を分かりやすく記述し
てほしい」との趣旨のご意見を受け、記述を修正しました。
「分かりやすい記載にし
という内容のご
てほしい」
◆ 第二期新宿区総合戦略
「国の長期ビジョン、総合戦略と、地方の人口ビジョン、
総合 意見を受け、用語の注釈
戦略との関係が分かる図表を記載してほしい」との趣旨のご を入れるなど、分かりやす
い表記に修正しました。
意見を受け、表を追加しました。

イベント等は中止する場合があります。また、施設の利用・イベント等の参加に当たっては、マスクの着用・事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください

