
◆　Ⅰ　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みの充実

1 5,509 千円

2① 生活習慣病の予防（糖尿病対策を中心とした健康づくりの推進） 3,995 千円

3 21,581 千円

4 食育の推進（健康部） 1,921 千円

4 食育の推進（教育委員会） 234 千円

5 歯から始める子育て支援 25,135 千円

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構築

6① 505,281 千円

　　1-2　協働推進基金を活用したＮＰＯ活動資金助成6② 38,668 千円

　　1-2　協働推進基金を活用したＮＰＯ活動資金助成6② 11,707 千円

　　1-2　ＮＰＯをはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充6③ 114,641 千円

6④ 1,467 千円

7① 390,481 千円

7② 589 千円

7③ 66,495 千円

8① 12,618 千円

8② 36,272 千円

３　障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備

11 障害を理由とする差別の解消の推進 17,457 千円

４　成年後見人等による権利の擁護

12 成年後見制度の利用促進 52,483 千円

５　安心できる子育て環境の整備

13 673,250 千円

14 1,520,038 千円

15① 337,298 千円

15② 18,190 千円

16 1,663 千円

17 147,024 千円

18 352 千円

19① 53,805 千円

19② 6,560 千円

（予算額）

健康寿命の延伸に向けた環境の整備（「新宿区健康づくり行動計画（第４期）」の策定）

女性の健康支援

高齢者を地域で支えるしくみづくり（高齢者総合相談センターの機能の充実）

高齢者を地域で支えるしくみづくり（在宅医療・介護のネットワークの構築）（福祉部）

高齢者を地域で支えるしくみづくり（在宅医療・介護のネットワークの構築）（健康部）

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）

保育所待機児童の解消

放課後の居場所の充実

地域における子育て支援サービスの充実（子ども家庭支援センターの充実）

地域における子育て支援サービスの充実（子どもショートステイの拡充）

子どもから若者までの切れ目のない支援の充実

高齢者を地域で支えるしくみづくり（「地域の活力」を生かした高齢者を支えるしくみづくり）

高齢者を地域で支えるしくみづくり（高齢者等入居支援）

介護保険サービスの基盤整備（地域密着型サービスの整備）

介護保険サービスの基盤整備（特別養護老人ホームの整備）

介護保険サービスの基盤整備（ショートステイの整備）

認知症高齢者への支援体制の充実（認知症高齢者の早期発見・早期診断体制の推進）

発達に心配のある児童への支援の充実

ひとり親家庭の生活向上支援の充実

妊娠期からの子育て支援（出産・子育て応援事業）

妊娠期からの子育て支援（絵本でふれあう子育て支援事業）

 第三次実行計画事業 
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６　未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす学校教育の充実

20① 194,126 千円

20② 10,066 千円

20③ 38,241 千円

21① 105,413 千円

21② 61,784 千円

21③ 7,056 千円

22 91,785 千円

23 1,027 千円

24 441,336 千円

25 98,385 千円

26 1,804 千円

27 87,578 千円

28 23,435 千円

29① 7,600 千円

29② 4,200 千円

29③ 3,950 千円

29④ 7,200 千円

７　セーフティネットの整備充実

30① 24,622 千円

30② 12,364 千円

30③ 22,063 千円

31① 26,137 千円

31② 37,949 千円

32 65,187 千円

８　女性や若者が活躍できる地域づくりの推進

33① 14,651 千円

34 279 千円

35 6,160 千円

９　だれもが地域で働き続けられるしくみづくり

36 272,688 千円

学校の教育力の向上（特色ある教育活動の推進）

特別な支援を必要とする児童・生徒への支援（巡回指導・相談体制の充実）

特別な支援を必要とする児童・生徒への支援（日本語サポート指導）

特別な支援を必要とする児童・生徒への支援（児童・生徒の不登校対策）

学校図書館の充実

時代の変化に応じた学校づくりの推進

学校の教育力の向上（学校支援体制の充実）

学校の教育力の向上（学校評価の充実）

東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育の推進（障害者理解教育の推進）

東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育の推進（スポーツギネス新宿の推進）

東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育の推進（英語キャンプの実施）

ホームレスの自立支援の推進（拠点相談事業）

ホームレスの自立支援の推進（自立支援ホーム）

ホームレスの自立支援の推進（地域生活の安定促進（訪問サポート））

公私立幼稚園における幼児教育等の推進

学校施設の改善

ＩＣＴを活用した教育環境の充実

エコスクールの整備推進

地域協働学校（コミュニティ・スクール）の推進

東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育の推進（伝統文化理解教育の推進）

障害者、高齢者、若年非就業者等に対する総合的な就労支援

生活保護受給者の自立支援の推進（就労支援の充実）

生活保護受給者の自立支援の推進（自立した地域生活を過ごすための支援の推進）

生活困窮者の自立支援の推進

男女共同参画の推進（男女共同参画の推進と多様な生き方を認め合う社会づくり）

配偶者等からの暴力の防止

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
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１０　地域の課題を共有し、ともに考え、地域の実情に合った区政運営の推進

37① 3,716 千円

37② 23,922 千円

38① 15,161 千円

38② 1,319 千円

38③ 4,222 千円

39 5,906 千円

◆　Ⅱ　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

40① 1,365,513 千円

40② 29,780 千円

41① 440,887 千円

41② 3,839 千円

41③ 67,405 千円

41④ － 千円

42① 1,380,428 千円

42② 511,084 千円

42④ 460,628 千円

42⑤ 162 千円

43 249,916 千円

44 169,415 千円

45① 32,627 千円

45② 15,415 千円

46 167,484 千円

２　災害に強い体制づくり

47 － 千円

48 18,188 千円

49 6,271 千円

50 96,058 千円

51 1,044 千円

町会・自治会及び地区協議会活動への支援（町会・自治会活性化への支援）

町会・自治会及び地区協議会活動への支援（地区協議会活動への支援）

NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進（協働事業提案制度の推進）

NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進（協働支援会議の運営）

NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進（協働推進基金を活用したNPO活動資金助成）

木造住宅密集地域の防災性強化（新たな防火規制による不燃化の促進）

再開発による市街地の整備（市街地再開発事業助成（西新宿五丁目中央北地区））

再開発による市街地の整備（市街地再開発事業助成（四谷駅前地区））

再開発による市街地の整備（防災街区整備事業助成（西新宿五丁目北地区））

再開発による市街地の整備（市街地再開発の事業化支援）

細街路の拡幅整備

生涯学習・地域人材交流ネットワークの活用

建築物等の耐震性強化（建築物等耐震化支援事業）

建築物等の耐震性強化（擁壁・がけ改修等支援事業）

木造住宅密集地域の防災性強化（木造住宅密集地域の整備促進（若葉・須賀町地区））

木造住宅密集地域の防災性強化（不燃化推進特定整備事業（西新宿五丁目地区））

木造住宅密集地域の防災性強化（木造住宅密集地域における不燃化建替え促進）

福祉避難所の充実と体制強化

災害用備蓄物資の充実

マンション防災対策の充実

道路の無電柱化整備

道路・公園の防災性の向上（道路の治水対策）

道路・公園の防災性の向上（道路・公園擁壁の安全対策）

まちをつなぐ橋の整備

多様な主体との連携による多世代への防災思想の普及啓発

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
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３　暮らしやすい安全で安心なまちの実現

52 5,951 千円

53 59,825 千円

54 5,826 千円

55 109,590 千円

56 17,896 千円

57 4,138 千円

57 1,778 千円

57 19,610 千円

58 1,146 千円

◆　Ⅲ　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

59① 49,890 千円

59② 13,716 千円

59③ 732,000 千円

60① 435,299 千円

60② 295,927 千円

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

61① 23,321 千円

61③ 40,682 千円

61④ 29,248 千円

61⑤ 4,500 千円

３　地域特性を活かした都市空間づくり

62 49,130 千円

63 5,837 千円

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

64① 21,034 千円

64② 15,465 千円

65 17,143 千円

安全推進地域活動重点地区の活動強化

客引き行為防止等の防犯活動強化

新型インフルエンザ等対策の推進

新宿駅周辺地区の整備推進（新宿駅周辺地区の整備計画策定及び整備）

新宿駅周辺地区の整備推進（新宿通りモール化）

新宿駅周辺地区の整備推進（東西自由通路の整備）

中井駅周辺の整備推進（南北自由通路の整備）

中井駅周辺の整備推進（駅前広場の整備）

歌舞伎町地区のまちづくり推進（歌舞伎町ルネッサンスの推進（TMOの運営支援））

路上喫煙対策の推進

アスベスト対策

空家等対策の推進（危機管理担当部）

空家等対策の推進（環境清掃部）

空家等対策の推進（都市計画部）

分譲マンションの適正な維持管理及び再生への支援

ユニバーサルデザインまちづくりの推進（ユニバーサルデザインの視点に立った観光案内標識の整備促進）

新宿フリーWi-Fiの整備等

歌舞伎町地区のまちづくり推進（道路の適正利用（不法看板と放置自転車対策））

歌舞伎町地区のまちづくり推進（路上の清掃）

歌舞伎町地区のまちづくり推進（まちづくり誘導方針の推進）

地区計画等のまちづくりルールの策定

景観に配慮したまちづくりの推進

ユニバーサルデザインまちづくりの推進（ユニバーサルデザインまちづくりの推進）

4 / 7



５　道路環境の整備

66① 18,308 千円

66② 50 千円

67① 557 千円

67② 4,500 千円

67③ 9,000 千円

68① 62,922 千円

68② 145,100 千円

６　交通環境の整備

69 15,000 千円

70① 9,853 千円

70② 76,642 千円

70③ 137,224 千円

70④ 108 千円

７　豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備

71① 16,829 千円

71② 14,548 千円

71③ 288 千円

72 10,850 千円

73 68,128 千円

74 3,888 千円

８　地球温暖化対策の推進

75① 60,093 千円

75② 9,567 千円

75③ 31,567 千円

76 5,695 千円

76 811 千円

９　資源循環型社会の構築

77① 897,605 千円

77② 321,260 千円

77③ 4,364 千円

77④ 3,517 千円

都市計画道路等の整備（補助第７２号線の整備）

都市計画道路等の整備（百人町三・四丁目地区の道路整備）

人にやさしい道路の整備（道路の改良）

人にやさしい道路の整備（人とくらしの道づくり）

自転車等の適正利用の推進（放置自転車の撤去及び自転車適正利用の啓発）

自転車等の適正利用の推進（自動二輪車の駐車対策）

新宿らしいみどりづくり（新宿らしい都市緑化の推進）

新宿らしいみどりづくり（樹木、樹林等の保存支援）

新宿らしいみどりづくり（新宿りっぱな街路樹運動）

新宿中央公園の魅力向上

人にやさしい道路の整備（バリアフリーの道づくり）

道路の温暖化対策（環境に配慮した道づくり）

道路の温暖化対策（道路の節電対策）

自転車走行空間の整備

自転車等の適正利用の推進（自転車等に関する総合計画の策定）

自転車等の適正利用の推進（駐輪場等の整備）

環境学習・環境教育の推進（教育委員会）

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（資源回収の推進）

ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進（容器包装プラスチックの資源回収の推進）

ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進（ごみの発生抑制の推進）

ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進（事業系ごみの減量推進）

みんなで考える身近な公園の整備

清潔できれいなトイレづくり

地球温暖化対策の推進（区民省エネルギー意識の啓発）

地球温暖化対策の推進（事業者省エネ行動の促進）

地球温暖化対策の推進（区が取り組む地球温暖化対策）

環境学習・環境教育の推進（環境清掃部）

5 / 7



１０　活力ある産業が芽吹くまちの実現

78 10,302 千円

79 27,387 千円

１１　魅力ある商店街の活性化に向けた支援

80 139,874 千円

81 5,687 千円

82 39,000 千円

83 8,693 千円

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いの創造

84 391,119 千円

86① 11,477 千円

86② 17,821 千円

87 21,050 千円

１３　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

88 6,887 千円

89 10,697 千円

91 593,377 千円

92① 7,579 千円

１４　多文化共生のまちづくりの推進

93 6,318 千円

１５　平和都市の推進

94 5,512 千円

94 464 千円

観光と一体となった産業の創造・連携・発信

文化の創造と発信（文化体験プログラムの展開）

文化の創造と発信（新宿フィールドミュージアムの展開）

文化の薫る道づくり

図書館サービスの充実（区民にやさしい知の拠点）

子ども読書活動の推進

地域図書館の整備（落合地域）

高田馬場創業支援センターによる事業の推進

にぎわいと魅力あふれる商店街支援

商店街の魅力づくりの推進

環境に配慮した商店街づくりの推進

商店街空き店舗活用支援

（仮称）「漱石山房」記念館の整備

スポーツ環境の整備（スポーツコミュニティの推進）

多文化共生のまちづくりの推進

平和啓発事業の推進（総務部）

平和啓発事業の推進（教育委員会）
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◆　Ⅳ　健全な区財政の確立

１　効果的・効率的な行財政運営

95 6,261 千円

96 87,226 千円

２　資産（建築物）の長寿命化

97 757,357 千円

３　公共施設の有効活用

98 14,527 千円

99 733,824 千円

100 9,709 千円

100 14,564 千円

◆　Ⅴ　好感度１番の区役所

２　職員の能力開発、意識改革の推進

101 18,442 千円

102 16,512 千円新宿自治創造研究所の運営による政策形成能力の向上

中長期修繕計画に基づく施設の維持保全

区有施設のあり方の検討

庁舎の整備（西部工事・公園事務所）

薬王寺児童館等合築施設の機能拡充（福祉部）

薬王寺児童館等合築施設の機能拡充（子ども家庭部）

区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成

行政評価制度の推進

全庁情報システムの統合推進

7 / 7



基本政策名

個別施策名 6

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

実行計画事業名 千円 千円 千円

千円 千円 千円

枝事業名

【用語の説明】

・区の基本政策

・特定財源

・一般財源

　第三次実行計画は、新宿区基本構想に定めた　めざすまちの姿「『新宿力』で創造す
る、やすらぎとにぎわいのまち」の実現をめざし、「５つの基本政策」で構成されていま
す。

◆５つの基本政策
　　Ⅰ　暮らしやすさ１番の新宿
　　Ⅱ　新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
　　Ⅲ　賑わい都市・新宿の創造
　　Ⅳ　健全な区財政の確立
　　Ⅴ　好感度１番の区役所

　財源の使途が特定されている財源で、国庫支出金、都支出金、分担金及び負担金、
使用料及び手数料などがあります。

【調整内容】
　見積りのとおり

　財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源で、特別区
税、地方譲与税、特別区交付金などがあります。

［部名］及び【担当】について

左上［　］内の部名は、28年度に事業を所管する担当部を、上の【担当】欄は、平成27
年度に事業の予算見積もりを行った担当課・係名を記載しています。

組織改正に伴い、担当部に変更がある場合は、下記のとおり補足事項を追加してい
ます。

［部名］
上段：平成28年度の所管部
下段：（㉗○○部）と27年度に予算見積もりを行った部名を補記

上記の例では、組織改正による変更はありません。

【担当】
平成27年度に事業の予算見積もりを行った担当課・係名

※組織改正に伴い、担当課・係が変更になる場合がありますが、現時点で確定してい
ないため、【担当】欄には記載しておりません。確定次第、情報の更新を予定していま
す。

情報公開カードの見方

Ⅰ　暮らしやすさ１番の新宿

未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす学校教育の充実

２０③

特色ある教育活
動の推進

学校の教
育力の向

上

　
　「総合的な学習の時間」等において、地域や学校・園の実態に応じた学習活動の
実施や教育課題に応じた教育能力向上を目的とする校内研究・発表を通じ、特色あ
る教育活動を推進します。

38,241 38,241 0

特定財源 0

　・「総合的な学習の時間」の運営
　　　小学校・中学校・特別支援学校
　・学校教育活動経費
　　　特色ある学校・園づくりに係る事務経費

［教育委員会］

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５３

特定財源 0 特定財源 0

一般財源 38,241 一般財源 38,241 一般財源 0

予算要求段階に見
積りした額

区長調整を経て
予算案として決定
した額

区長調整の
主な内容



　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みの充実

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

［健康部］

5,509

Ⅰ　暮らしやすさ１番の新宿

１ 0特定財源

特定財源

5,509 0

特定財源 0 特定財源 0

【担当】
　　健康推進課健康企画係　　　電話（直通）５２７３－３４９４

一般財源 0

　
  「新宿区健康づくり行動計画（第４期）」の策定に向け、健康づくり区民意識調査を
実施します。

5,509一般財源 一般財源 5,509

健康寿命
の延伸に
向けた環
境の整備
（「新宿区
健康づくり
行動計画
（第４期）」
の策定）

4,105 △ 110

特定財源 0

【調整内容】
　見積りのとおり

・新宿区健康づくり行動計画推進協議会の開催
　　開催回数　年2回
　　委員　10名
・健康づくり区民意識調査の実施
　　対象人数　18歳以上の区民5,000人

0

計画事業名

【新規】

枝事業名

２①

枝事業名 3,995

糖尿病対策を
中心とした

健康づくりの推進

【拡充】

特定財源 0

計画事業名

一般財源 3,995 一般財源 4,105 一般財源 △ 110

 
　糖尿病の未治療者への受診勧奨と治療の継続支援を行うとともに、食生活や運動
習慣の改善、糖尿病に関する正しい知識の普及啓発に積極的に取り組み、糖尿病
対策を中心とした健康づくりを推進します。

生活習慣
病の予防

・糖尿病重症化予防事業
・区内医療機関の連携促進
・普及啓発の推進（新規）

［健康部］

【調整内容】
　事務費等の精査による減額　△110千円

【担当】
　　健康推進課健康企画係　　　電話（直通）５２７３－３４９４
　　健康推進課健診係　　　　　　電話（直通）５２７３－４２０７

第三次実行計画事業



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

３

枝事業名 21,581 22,139 △ 558

特定財源 10,446 特定財源 10,283 特定財源 163

一般財源 11,135 一般財源 11,856 一般財源 △ 721

計画事業名 　
　女性が生涯を通じて健康で明るく充実した日々を過ごせるよう、四谷保健センター
内にある女性の健康支援センターを拠点とし、女性の健康づくりを推進します。

女性の健
康支援

・女性の健康支援センターのリーフレット、女性の健康手帳等の作成・配付
・女性の健康専門相談の実施　　産婦人科系全般、更年期専門　各12回
・健康講座の実施
　①講義型、体験型　　各6回
　②出前講座　　年3回
・女性の健康週間イベント　　年１回
・自主的活動グループへの支援　　年12回

【調整内容】
　報酬の精査による減額　△30千円
　事務費の精査による減額　△536千円
　非常勤職員の報酬単価の改定による増額　8千円
　特定財源　都支出金を増額　163千円

【担当】
　　四谷保健センター業務係　　　電話（直通）３３５１－５１６１

［健康部］

４

枝事業名 1,921 1,927 △ 6

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 1,921 一般財源 1,927 一般財源 △ 6

計画事業名 　
　食に関する正しい知識と理解を深め、生涯を通じて健康でいきいきとした生活を送
れることを目的として食育を推進していきます。

食育の推
進

　・ネットワーク情報交換会（講習会）　2回
　・ネットワーク登録団体募集チラシ、リーフレット　各5,000部（新規）
　・メニューコンクールの開催　1回
　・食育ボランティアの育成と活動支援　80人、育成講座　2回
　・食育アンケートの実施　1回　区立小学4年、中学2年の全児童生徒と保護者

［健康部］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△6千円

【担当】
　　健康推進課健康事業係　　　電話（直通）５２７３－３０４７



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

５

枝事業名 25,135 25,223 △ 88

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 25,135 一般財源 25,223 一般財源 △ 88

計画事業名 　
　子どもの歯と口の健康を維持するため、乳幼児期から子どもの歯科保健を支えるた
めの環境整備を図るとともに、口腔機能に対する保護者の不安を解消する体制を整
備することにより、子どもの健康づくりと保護者の子育てを支援します。

歯から始
める子育
て支援

・フッ化物塗布事業
・健康教育の実施　　年56回
・デンタルサポーター研修会　　年3回

［健康部］

【調整内容】
　委託料の精査による減額　△71千円
　事務費の精査による減額　△41千円
　臨時職員の賃金単価の改定による増額　24千円

【担当】
　　健康推進課健康事業係　　　電話（直通）５２７３－３０４７

４

枝事業名 234 234 0

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 234 一般財源 234 一般財源 0

計画事業名 　
　各学校、幼稚園・子ども園での食育を組織的に推進します。

食育の推
進

・食育推進リーダーの育成
　　各学校及び幼稚園・子ども園から選出された「食育推進リーダー」への研修
　　及び連絡会（年2回）
　　各校での取組みをもとに指導資料等を作成

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育指導課教職員係　　　電話（直通）５２７３－４２１５



　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構築

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

【担当】
　　高齢者福祉課高齢者相談係　　　電話（直通）５２７３－４５９３

枝事業名 505,281 507,066 △ 1,785

高齢者総合相談
センターの機能

の充実

【拡充】

特定財源 402,288 特定財源 394,903 特定財源 7,385

一般財源 102,993 一般財源 112,163 一般財源 △ 9,170

計画事業名
　高齢者が住み慣れた地域でその人らしく安心して暮らしていくことができるよう、地
域の中心的な相談機関である高齢者総合相談センターの支援体制の充実を図りま
す。また、地域包括ケアを担うコーディネート機関として、関係機関と連携し、地域
ネットワークの構築を進めます。

高齢者を
地域で支
えるしくみ
づくり

［福祉部］

６①

38,668 38,668 0

・基幹型高齢者総合相談センターの運営（1所）
・地域型高齢者総合相談センターの運営（9所）
・個別型地域ケア会議の開催54回／年（拡充）
・日常生活圏域型地域ケア会議の開催（本格実施）10回／年（拡充）
・新宿区地域ケア推進会議の開催1回／年（新規）

【調整内容】
　委託料の精査による減額　△1,840千円
　印刷製本費を増額　55千円
　特定財源　国庫支出金を増額　1千円
　特定財源　都支出金を増額　5,594千円
　特定財源　介護保険料を増額　21千円
　特定財源　手数料を追加　1,769千円

在宅医療・介護
のネットワークの

構築

【新規】

特定財源 31,027 特定財源 31,025

一般財源 7,641 一般財源 △ 2

計画事業名
　在宅医療と介護が一体的に提供できる体制の強化を目指し、病院、診療所、歯科
診療所、薬局等の医療機関相互のネットワークを構築するとともに、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のネットワークを構築します。

高齢者を
地域で支
えるしくみ
づくり

・在宅医療と介護が一体となった支援の推進（福祉部）
・在宅医療・介護資源の把握と資源リスト（マップ）の作成、情報発信（健康部）

［福祉部］
【担当】
　　高齢者福祉課高齢者相談係　　　電話（直通）５２７３－４５９３
　　健康推進課健康企画係　　　　　　電話（直通）５２７3－３４９４

６②

枝事業名

【調整内容】
　特定財源　国庫支出金を増額　1千円
　特定財源　介護保険料を増額　1千円

特定財源 2

一般財源 7,643



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

６②

枝事業名 11,707 6,834 4,873

在宅医療・介護
のネットワークの

構築

【拡充】

特定財源 11,308 特定財源 6,510 特定財源 4,798

一般財源 399 一般財源 324 一般財源 75

計画事業名 　
　在宅医療と介護が一体的に提供できる体制の強化を目指し、病院、診療所、歯科
診療所、薬局等の医療機関相互のネットワークを構築するとともに、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のネットワークを構築します。

高齢者を
地域で支
えるしくみ
づくり

・在宅医療・病院のネットワークの構築
・在宅歯科医療の推進
・薬剤師の在宅医療への参加促進
・在宅医療・介護の人材育成の推進
・在宅医療相談窓口、がん療養相談窓口の運営
・シンポジウムの開催

［健康部］

【調整内容】
　相談窓口事業等を追加　4,937千円
　委託料の精査による減額　△64千円
　特定財源　都支出金を増額　4,798千円

【担当】
　　健康推進課健康企画係　　　電話（直通）５２７3－３４９４



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

６③

枝事業名 114,641 75,027 39,614

「地域の活力」を
生かした高齢者
を支えるしくみづ

くり

【拡充】

特定財源 78,471 特定財源 51,448 特定財源 27,023

一般財源 36,170 一般財源 23,579 一般財源 12,591

計画事業名 　
　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、区民が主体的に地域の担い手
となって高齢者の生活を支援する体制を整備していきます。また、新宿区における多
様な社会資源と、地域で活動する多くの人々による『地域の活力』を生かし、区と区
民等が一体となって高齢者を見守り、支え合うしくみづくりを進めます。

高齢者を
地域で支
えるしくみ
づくり

［福祉部］

【担当】
　　高齢者福祉課高齢者福祉企画係　　　電話（直通）５２７３－４５９１
　　高齢者福祉課高齢者支援係　　　　　　電話（直通）５２７３－４５９４
　　高齢者福祉課高齢者事業係　　　　　　電話（直通）５２７３－４５６７

・地域における要支援向けサービスの担い手等の育成（新規）
・介護予防を実施する団体への助成（新規）
・情報紙「ぬくもりだより」の訪問配布　年24回
・75歳以上高齢者の安否確認（拡充）
・介護支援ボランティア・ポイント事業のポイント付与対象活動の拡大（拡充）
・地域見守り協力員事業の実施
・地域安心カフェの運営支援

【調整内容】
　地域介護予防活動支援事業を追加　19,337千円
　地域見守り協力員事業を追加　21,691千円
　賃金の精査による減額　△594千円
　印刷製本費の精査による減額　△261千円
　役務費の精査による減額　△33千円
　委託料の精査による減額　△526千円
　特定財源　国庫支出金を増額　4,834千円
　特定財源　支払基金交付金を増額　5,414千円
　特定財源　都支出金を増額　12,569千円
　特定財源　介護保険料を増額　4,206千円

６④

枝事業名 1,467 1,467 0

0

一般財源 1,467 一般財源 1,467 一般財源 0

特定財源 0 特定財源

計画事業名 　
　保証人が見つからず、民間賃貸住宅への入居が困難となっている高齢者、障害者
及びひとり親世帯に対し、協定保証会社等へのあっ旋により円滑な入居の促進を図
るとともに、一定の要件を満たす世帯には保証料の一部を助成します。
　また、高齢者の賃貸住宅への入居制限を軽減するための支援策として、緊急通報
装置を設置・利用した方に対して、利用料の一部を助成します。

高齢者を
地域で支
えるしくみ
づくり

・協定保証会社等へのあっ旋
・家賃等債務保証料助成 20件
・緊急通報装置等利用料助成 20件

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　住宅課居住支援係　　　電話（直通）５２７３－３５６７

高齢者等入居支
援

0 特定財源



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

特定財源 220,318

一般財源

７①

枝事業名 390,481 150,142 240,339

地域密着型サー
ビスの整備

【拡充】

特定財源 279,722 特定財源 59,404

110,759 一般財源 90,738 一般財源 20,021

計画事業名 　要介護状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域に密着した
介護サービスを整備します。地域密着型サービスの基盤整備を図るため、事業者へ
施設整備経費を補助し民設民営による整備を推進します。

介護保険
サービス
の基盤整
備

・小規模多機能型居宅介護等
　　建設2所（中央図書館跡地・戸山第三保育園跡地）
　　開設2所（西落合都有地・民有地）
・認知症高齢者グループホーム等
　　建設1所（旧大久保特別出張所跡地）
　　開設2所（西落合都有地・民有地）

［福祉部］

【調整内容】
　小規模多機能型居宅介護等（民有地）の補助金を増額　69,538千円
　認知症高齢者グループホーム等（旧大久保特別出張所跡地・民有地）の補助金
　を増額　170,467千円
　審査会経費の追加による増額　334千円
　特定財源　都支出金を増額　220,318千円

【担当】
　　介護保険課推進係　　　電話（直通）５２７３－４５９６

７②

枝事業名 589 - 589

特別養護老人
ホームの整備

【新規】

特定財源 0 特定財源 - 特定財源 0

一般財源 589 一般財源 - 一般財源 589

　在宅生活が困難になった要介護高齢者の生活を支えるため、特別養護老人ホー
ムを整備します。富久町国有地において、民設民営方式による整備を行います。

介護保険
サービス
の基盤整
備

　平成28年度　事業者の選定
　平成29年度　建設工事
　平成30年度　建設工事、竣工
　平成31年度　開設

［福祉部］

【調整内容】
　整備事業者の選定経費を追加　589千円

【担当】
　　介護保険課推進係　　　電話（直通）５２７３－４５９６

計画事業名



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

７③

枝事業名 66,495 66,420 75

ショートステイの
整備

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 66,495 一般財源 66,420 一般財源 75

計画事業名
　高齢者が、支援が必要な状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられ、ま
た、家族の介護負担が軽減されるよう、民設民営方式による整備を行います。

介護保険
サービス
の基盤整
備

・建設１所（中央図書館跡地）
・開設１所（西落合都有地）
・事業者選定（富久町国有地）

［福祉部］

【調整内容】
　整備事業者の選定経費を追加　75千円

【担当】
　　介護保険課推進係　　　電話（直通）５２７３－４５９６

８①

枝事業名 12,618 12,618 0

認知症高齢者の
早期発見・早期
診断体制の推進

【新規】

特定財源 10,124 特定財源 10,125 特定財源 △ 1

一般財源 2,494 一般財源 2,493 一般財源 1

計画事業名  
　高齢者総合相談センターに「認知症初期集中支援チーム」を設置し、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します。
　また、「（仮称）認知症診療連携マニュアル」を作成し、地域のかかりつけ医をはじ
め、認知症高齢者に関わる関係機関が活用して、認知症高齢者の早期発見・早期
診断ができる体制を推進します。

認知症高
齢者への
支援体制
の充実

・認知症初期集中支援チームを高齢者総合相談センター9所に設置
・（仮称）認知症診療連携マニュアルの作成

［福祉部］
【担当】
　　高齢者福祉課高齢者支援係　　　電話（直通）５２７３－４５９４

【調整内容】
　特定財源　都支出金を増額　1千円
　特定財源　介護保険料を減額　△2千円



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

特定財源８②

枝事業名 36,272 7,323 28,949

認知症高齢者支
援の推進

【拡充】

特定財源 18,938 特定財源 3,661 15,277

一般財源 17,334 一般財源 3,662 一般財源 13,672

計画事業名 　
　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、相談
体制の充実を図るとともに、認知症サポーターが地域の担い手として活躍できるよう
地域の活動拠点を拡大します。また、認知症保健医療福祉ネットワーク連絡会を開
催し、認知症に関する医療と福祉・介護の連携を強化するとともに、認知症高齢者を
支える介護者の心身の負担軽減を図るため、認知症介護者相談を実施します。さら
に、介護者がいない一人暮しの認知症高齢者を重点的に支援するため、「一人暮し
認知症高齢者への生活支援サービス」を実施します。

認知症高
齢者への
支援体制
の充実

［福祉部］

【担当】
　　高齢者福祉課高齢者支援係　　　電話（直通）５２７３－４５９４

・地域版認知症ケアパスの作成（新規）
・認知症サポーターの活動拠点の整備3所・計6所（拡充）
・もの忘れ相談・認知症相談の実施
　　もの忘れ相談　6回×3所＝18回
　　認知症相談　6回×3所＝18回
・一人暮し認知症高齢者への生活支援サービスの実施（拡充）

【調整内容】
　一人暮し認知症高齢者への生活支援サービスを追加　28,949千円
　特定財源　都支出金を増額　13,672千円
　特定財源　諸収入を追加　1,605千円



　３　障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

　４　成年後見人等による権利の擁護

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

１１

枝事業名 17,457 17,187 270

【新規】

特定財源 12,163 特定財源 11,851 特定財源 312

一般財源 5,294 一般財源 5,336 一般財源 △ 42

計画事業名
　「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」の趣旨
を踏まえ、障害者の特性に応じたコミュニケーション支援等の充実や区民への啓発
活動、障害者やその家族からの相談体制の構築、関係機関により構成する協議会の
設置等により、障害を理由とする差別を解消するための取組みを効果的に推進して
いきます。

障害を理
由とする差
別の解消
の推進

・障害者の特性に応じたコミュニケーション支援等の実施
・協議会の開催
・普及啓発チラシの作成
・職員研修の実施

［福祉部］

【調整内容】
　意思疎通支援事業等を増額　146千円
　協議会の開催経費を増額　124千円
　特定財源　国庫支出金を増額　208千円
　特定財源　都支出金を増額　104千円

【担当】
　　障害者福祉課福祉推進係　　　電話（直通）５２７３－４５１６

１２

枝事業名 52,483 52,483 0

特定財源 10,371 特定財源 10,610 特定財源 △ 239

一般財源 42,112 一般財源 41,873 一般財源 239

計画事業名 　
　新宿区成年後見センターを中心として、制度の利用促進に向けた普及啓発や相談
支援と、成年後見人等として活動する人に対する支援を行います。

成年後見
制度の利
用促進

［福祉部］

【調整内容】
　特定財源　都支出金を減額　△239千円

【担当】
　　地域福祉課福祉計画係　　　電話（直通）５２７３－３５１７

　・成年後見・権利擁護専門相談の実施
　・成年後見人等への支援
　・地域ネットワークの活用
　・運営委員会等の運営

　新宿区社会福祉協議会に委託



　５　安心できる子育て環境の整備

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

１３

枝事業名 673,250 518,761 154,489

【拡充】

特定財源 473,730 特定財源 369,570 特定財源 104,160

一般財源 199,520 一般財源 149,191 一般財源 50,329

計画事業名
　新宿区子ども・子育て支援事業計画に基づき、私立保育所5所を整備するほか、事
業所内保育事業も活用して待機児童の解消を図ります。

保育所待
機児童の
解消

・中央図書館跡地を活用した私立認可保育所の整備（1所）
    定員131名（平成29年4月開設予定）
・私立認可保育所等の整備（4所）
　　定員84名×１所、定員61名×1所、定員19名×2所（平成29年度開設予定）

［子ども家庭部］

【調整内容】
　中央図書館跡地に整備する私立認可保育所の事業進捗等による助成金の増額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155,226千円
　事業者選定経費等の精査による減額　△737千円
　特定財源　国庫支出金を増額　22,000千円
　特定財源　都支出金を増額　71,811千円
　特定財源　義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金繰入金を増額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,349千円

【担当】
　　子ども家庭課事業計画係　　　電話（直通）５２７３－４１６２

１４

枝事業名 1,520,038 1,520,052 △ 14

【拡充】

特定財源 260,253 特定財源 188,396 特定財源 71,857

一般財源 1,259,785 一般財源 1,331,656 一般財源 △ 71,871

計画事業名
　放課後子どもひろばと学童クラブ事業のさらなる充実を図り、総合的に小学生の放
課後の居場所づくりを推進します。

放課後の
居場所の
充実

　・放課後子どもひろば　30所
　　①学童クラブ機能付き放課後子どもひろば　　2所→16所（拡充）
　　　　（新規7所、時間延長から切替7所）
　　②時間延長放課後子どもひろば　　　　　　　 11所→4所
　　③通常放課後子どもひろば　　　　　　　　　　 10所
　・学童クラブ　30所
　　①区学童クラブ　　　　　　　　　　27所
　　②補助対象民間学童クラブ　　　3所

［子ども家庭部］

【調整内容】
　学童クラブの管理運営に要する経費の精査による減額　△14千円
　特定財源　国庫支出金を追加　30,690千円
　特定財源　都支出金を増額　31,157千円
　特定財源　負担金を増額　10,010千円

【担当】
　　子ども総合センター児童館運営係　　　電話（直通）５２７３－４５４４



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

１５①

枝事業名 337,298 322,199 15,099

子ども家庭支援
センターの充実

【拡充】

特定財源 57,338 特定財源 15,789 特定財源 41,549

一般財源 279,960 一般財源 306,410 一般財源 △ 26,450

計画事業名 　
　子育ての悩みや不安に関する相談に応じるとともに、虐待防止の取組みを含めた
要保護児童を支援するため、子ども家庭支援センター（子ども総合センターを含
む。）を区内５所に設置しています。また、職員の専門性をさらに向上させ、利用者支
援事業を推進することにより、利用者一人ひとりの状況に応じたサービスをコーディ
ネートし、子育て世帯が多様な子育てサービスを円滑に利用できるよう、支援の充実
を図ります。

地域にお
ける子育
て支援
サービス
の充実

・利用者支援事業の充実
・小学校低学年のための学習支援　　1所→3所（拡充）

［子ども家庭部］

【調整内容】
　施設管理委託料等を増額　15,099千円
　特定財源　国庫支出金を増額　20,866千円
　特定財源　都支出金を増額　20,759千円
　特定財源　諸収入を減額　△76千円

【担当】
　　子ども総合センター総合相談係　　　電話（直通）３２３２－０６７４

１５②

枝事業名 18,190 18,200 △ 10

子どもショートス
テイの拡充

【拡充】

特定財源 6,209 特定財源 6,209 特定財源 0

一般財源 11,981 一般財源 11,991 一般財源 △ 10

計画事業名 　
　従来の子どもショートステイ事業に加え、保護者の強い育児疲れ等が見られる要支
援家庭を対象としたショートステイ事業を実施し、児童の生活指導や発達・行動の観
察を行うとともに、児童の養育環境が適切に整備されるよう、保護者への助言等を行
います。また、保護者の仕事等を理由に、夜間に家庭において児童を養育すること
が困難になった場合等に、児童の生活指導や食事の提供等を行うトワイライトステイ
事業を実施します。

地域にお
ける子育
て支援
サービス
の充実

・従来型子どもショートステイ事業
　  中学校就学前の児童年間延べ745人
・要支援家庭を対象とした子どもショートステイ事業（拡充）
　　定員１名　利用料無料　小学校就学前の児童年間延べ150人
・トワイライトステイ事業（新規）
　　中学校就学前の児童年間延べ160人

［子ども家庭部］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△10千円

【担当】
　　子ども総合センター総合相談係　　　電話（直通）３２３２－０６７４



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

１６

枝事業名 1,663 1,663 0

特定財源 64 特定財源 64 特定財源 0

一般財源 1,599 一般財源 1,599 一般財源 0

計画事業名 　
　子ども家庭・若者サポートネットワークを活用して、子どもから若者の世帯形成期ま
でを長期的かつ適切に支援するとともに、子ども・若者に関わる既存の各種相談窓
口を活用した総合相談を実施します。また、子どもが社会的に自立した若者に成長
するまで切れ目なく支援するための体制づくりや施策のあり方について検討します。

子どもから
若者まで
の切れ目
のない支
援の充実

・子ども・若者を支援するネットワークの運営
　　代表者会議　年２回開催
・区内15か所の相談窓口を活用した「子ども・若者総合相談窓口」の運営

［子ども家庭部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　子ども家庭課管理係　　　電話（直通）５２７３－４２６０

１７

枝事業名 147,024 147,509 △ 485

【拡充】

特定財源 61,830 特定財源 63,771 特定財源 △ 1,941

一般財源 85,194 一般財源 83,738 一般財源 1,456

計画事業名 　
　心身の発達に心配のある児童が家庭や地域で健やかに成長できるよう、児童の療
育や保護者への相談など、発達に関する総合的な支援をさらに推進します。

発達に心
配のある
児童への
支援の充
実

・保育所等訪問支援（新規）
・障害幼児一時保育
　　定員　1日2名、土曜日の利用開始、利用可能回数 月2回→3回（拡充）
・ペアレントメンター相談（新規）
　※ペアレントメンター　発達障害児の子育て経験のある保護者

［子ども家庭部］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△485千円
　特定財源　使用料及び手数料を減額　△1,922千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△54千円
　特定財源　都支出金を増額　35千円

【担当】
　　子ども総合センター発達支援係　　　電話（直通）３２３２－０６７９



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

１８

枝事業名 352 352 0

【新規】

特定財源 189 特定財源 189 特定財源 0

一般財源 163 一般財源 163 一般財源 0

計画事業名 　
　「子どもの貧困対策の推進に関する法律」及び「生活困窮者自立支援法」の施行な
どを踏まえ、個々の世帯状況に応じたきめ細かな支援を総合的に推進し、特に貧困
に陥りやすいと言われているひとり親家庭のニーズや課題に対応した支援の充実を
図ります。

ひとり親家
庭の生活
向上支援
の充実

・ひとり親家庭生活支援相談会の実施　　年2回
・ニーズ及び課題の調査・検討

［子ども家庭部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　子育て支援課育成支援係　　　電話（直通）５２７３－４５５８

１９①

枝事業名 53,805 53,739 66

出産・子育て応援
事業

【新規】

特定財源 51,942 特定財源 51,876 特定財源 66

一般財源 1,863 一般財源 1,863 一般財源 0

計画事業名 　
　すべての妊婦が妊娠期から保健師等の専門職に相談できる機会を設け、不安やリ
スクを早期に把握するとともに、支援が必要な妊婦には支援プランを作成し、関係機
関と連携しながら切れ目なく支援していきます。

妊娠期か
らの子育
て支援

・妊婦との面接実施(保健センター、健康推進課で実施)
・支援プランの作成と継続的な支援

［健康部］

【調整内容】
　非常勤職員・臨時職員の報酬単価、賃金単価の改定による増額　66千円
　特定財源　国庫支出金を増額　22千円
　特定財源　都支出金を増額　44千円

【担当】
　　健康推進課健康事業係　　　電話（直通）５２７３－３０４７

１９②

枝事業名 6,560 6,560 0

絵本でふれあう
子育て支援事業

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 6,560 一般財源 6,560 一般財源 0

計画事業名 　
　乳幼児の心健やかな成長を促すため、親子がふれあい楽しく育児できるよう、保健
センターで実施している乳幼児健診等の際に読み聞かせと絵本の配付（3歳児へは
図書館で配付）を行い、子どもが読書に親しめる環境づくりを支援します。

妊娠期か
らの子育
て支援

絵本の配付と読み聞かせの実施
　・絵本の配付　　　　　 ①3～4ヶ月児健診時　2冊配付（各保健センター）
　                    　　　　 ②3歳児健診時に引換券の交付　1冊配付（各図書館）
　・読み聞かせの実施　①産婦歯科健康相談・育児相談日
                         　　　 ②3歳児健診時

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　中央図書館こども図書館　　　電話（直通）３３６４－１４２１



　６　未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす学校教育の充実

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

２０①

枝事業名 194,126 193,658 468

学校支援体制の
充実

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 194,126 一般財源 193,658 一般財源 468

計画事業名 　
　学校運営の様々な課題への対応を支援するため、学習指導支援員を配置するとと
もに、学校支援アドバイザー（退職校長等）を派遣し、若手教員への基本的な指導
や、学校運営等の具体的な助言を行い、各学校の実情に応じたきめ細かな指導の
充実を図ります。

学校の教
育力の向
上

・学習指導支援員　58名
　 各学校の実情に応じたきめ細かな指導を実施
・学校支援アドバイザー　7名
　 若手教員への基本的な指導及び学校運営の具体的な助言
・教育課題研究校の指定　新規2校
　 区の教育課題を踏まえた研究校を指定し、その成果を区立学校で共有

［教育委員会］

【調整内容】
　非常勤職員の報酬単価の改定による増額　468千円

【担当】
　　教育指導課教職員係　　　電話（直通）５２７３－４２１５

２０②

枝事業名 10,066 10,066 0

学校評価の充実

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 10,066 一般財源 10,066 一般財源 0

計画事業名 　
　区立学校において①教職員による内部評価、②保護者・地域住民などによる学校
関係者評価、③学識経験者等による第三者評価（2年に1度実施）により学校評価を
実施し、その結果を踏まえ学校運営の改善を図ります。

学校の教
育力の向
上

・自己評価　全校で実施
　※自己評価に児童生徒・保護者アンケートを含む
・学校関係者評価　全校で実施
・第三者評価　各校2年に1度実施

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育指導課教職員係　　　電話（直通）５２７３－４２１５



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

２０③

枝事業名 38,241 38,241 0

特色ある教育活
動の推進

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 38,241 一般財源 38,241 一般財源 0

計画事業名 　
　「総合的な学習の時間」等において、地域や学校・園の実態に応じた学習活動の
実施や教育課題に応じた教育能力向上を目的とする校内研究・発表を通じ、特色あ
る教育活動を推進します。

学校の教
育力の向
上

　・「総合的な学習の時間」の運営
　　　小学校・中学校・特別支援学校
　・学校教育活動経費
　　　特色ある学校・園づくりに係る事務経費

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５３

２１①

枝事業名 105,413 105,175 238

巡回指導・相談
体制の充実

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 105,413 一般財源 105,175 一般財源 238

計画事業名
　特別支援教室を全ての区立小学校に設置し、発達障害の児童が在籍校で巡回指
導教員による指導を受けることのできる新しい指導体制により、発達障害の児童・生
徒への支援を強化します。

特別な支
援を必要と
する児童・
生徒への
支援

・専門家（学識経験者、心理職）の巡回相談　各校（園）年3回
・特別支援教育推進員　　平成27年度28名→平成28年度30名（拡充）
・特別支援教育相談員　　3名（うち心理職1名）
・就学支援シートの作成と活用

［教育委員会］

【調整内容】
　非常勤職員の報酬単価の改定による増額　238千円

【担当】
　　教育支援課特別支援教育係　　　電話（直通）３２３２－３０７４



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

２１②

枝事業名 61,784 61,784 0

日本語サポート
指導

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 61,784 一般財源 61,784 一般財源 0

計画事業名 　
　区立幼稚園、小・中学校に編入した外国籍等の幼稚園児・児童・生徒に、日本語
サポート指導員を派遣し、日本語習得状況に応じた日本語及び学校生活に関する
適応指導を行います。

特別な支
援を必要と
する児童・
生徒への
支援

・集中指導　　  教育センター・分室（牛込仲之小・新宿中）　　30時間
・個別指導　　  通学する学校または幼稚園
　　　　　　　　　 　幼稚園児、小学校1、2年生   　　　　　 50時間
　　　　　　　　　 　小学校3年生から中学校３年生まで　　70時間
・延長指導　　  小・中学校進学時に、日本語の定着状況に応じて行う
                     再指導　上限30時間
・進学等支援　 学習言語が不足し、学習活動の参加に支障が生じている
　　　　　　　　　 中学3年生を対象に行う教科の補習指導及び「技能別
                     日本語（話す・聞く・書く・読む）」の個別指導（新規）
                   　1日2時間、35回程度
・日本語学習支援員の配置　　放課後等実施　1日2時間　70回（140時間）
・日本語検定の実施　　日本語検定の問題を利用し、日本語習得状況を把握
・保護者向け文書の翻訳事例の作成及び公開

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５４

２１③

枝事業名 7,056 7,046 10

児童・生徒の不
登校対策

特定財源 3,623 特定財源 3,316 特定財源 307

一般財源 3,433 一般財源 3,730 一般財源 △ 297

計画事業名 　
　不登校児童・生徒の減少及び不登校を未然に防止するための取り組みを推進しま
す。

特別な支
援を必要と
する児童・
生徒への
支援

・不登校対策委員会・連絡会の開催（年5回）
・不登校対策理解啓発資料の作成
・スクールソーシャルワーカーの配置　2名
・家庭と子どもの支援員の配置　７名
・家庭と子どもの支援員研修会の実施（年3回）

［教育委員会］

【調整内容】
　非常勤職員の報酬単価の改定による増額　10千円
　特定財源　都支出金を増額　307千円
【担当】
　　教育支援課教育センター　　　電話（直通）３２３２－２７１３



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

２２

枝事業名 91,785 91,785 0

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 91,785 一般財源 91,785 一般財源 0

計画事業名 　
　全校の学校図書館に司書等（学校図書館支援員）を配置し、児童・生徒への読書
案内とレファレンス（調べ学習や資料探しの支援）、区立図書館との連携等を実施し
ます。また、計画的に図書を購入するなど、蔵書を充実させます。

学校図書
館の充実

・学校図書館支援員の全校配置　１校につき2日／週
・学校図書館用図書購入費
・学校図書館の放課後等開放に向けた検討
　　学校・子ども家庭部・教育委員会・事業者

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５８

２３

枝事業名 1,027 - 1,027

【新規】

特定財源 0 特定財源 - 特定財源 0

一般財源 1,027 一般財源 - 一般財源 1,027

計画事業名
　学校選択制度について、未就学児童の増加等の状況から、選択できない学校数の
高止まりなどを踏まえ、今後の運営方法について検討を行います。

時代の変
化に応じた
学校づくり
の推進

・（仮称）学校選択制検討協議会の開催
　　委員構成　９名　（学識経験者・区民等）
　　開催回数　８回

［教育委員会］

【調整内容】
　時代の変化に応じた学校づくりの推進に係る事業費を計上　1,027千円

【担当】
　　 学校運営課学校運営支援係　　　電話（直通）５２７３－３０８９



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

２４

枝事業名 441,336 465,201 △ 23,865

【拡充】

特定財源 58,758 特定財源 61,144 特定財源 △ 2,386

一般財源 382,578 一般財源 404,057 一般財源 △ 21,479

計画事業名 　
　区立幼稚園では3歳児学級の新設や定員を増やすとともに、地域バランス等を踏ま
えて預かり保育を実施します。また、様々な幼稚園ニーズへの対応や質の高い幼児
教育等を提供していくために、私立幼稚園への支援を行います。

公私立幼
稚園にお
ける幼児
教育等の
推進

・区立幼稚園における3歳児学級の新設及び定員増
・区立幼稚園における預かり保育の新規実施
・区内私立幼稚園に対する預かり保育推進補助金の交付
・私立幼稚園教職員研修事業費補助金の交付
・私立幼稚園を利用する保護者に対する補助金の交付
・区内私立幼稚園に対する健康管理補助金の交付（新規）
・区内私立幼稚園に対する安全安心補助金の交付（新規）

［教育委員会］

【調整内容】
　私立幼稚園事業助成・健康管理助成を追加　7,198千円
　私立幼稚園事業助成・安全安心助成を追加　3,200千円
　多子世帯等負担軽減による増額　452千円
　就園奨励費補助金の精査による減額　△3,614千円
　保護者負担軽減補助金の精査による減額　△31,082千円
　事務費の精査による減額　△19千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△604千円
　特定財源　都支出金を減額　△1,782千円

【担当】
　　学校運営課保健給食・幼稚園係　　　電話（直通）５２７３－３１０３

２５

枝事業名 98,385 107,798 △ 9,413

【拡充】

特定財源 36,298 特定財源 0 特定財源 36,298

一般財源 62,087 一般財源 107,798 一般財源 △ 45,711

計画事業名 　
　学校施設の良好な教育環境を確保するための環境整備として、引き続き、学校給
食調理施設のドライ化又は空調整備を行うとともに、より美味しく調理が出来る新しい
調理機器であるスチームコンベクションオーブンを導入します。

学校施設
の改善

学校給食調理施設の改修

・空調整備等改修工事　　小学校3校、中学校2校
・スチームコンベクションオーブン設置工事　　小学校4校、中学校2校

［教育委員会］

【調整内容】
　工事費の精査による減額　△9,413千円
　特定財源　義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金繰入金を追加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,298千円

【担当】
　　学校運営課教育施設係　　　電話（直通）５２７３－３１０６



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

・校庭芝生化
・屋上緑化
・みどりのカーテン
・太陽光発電設計

1校
1校

40校
1校

２６

枝事業名 1,804 1,804 0

【新規】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 1,804 一般財源 1,804 一般財源 0

計画事業名 　
　区立小・中・特別支援学校の教育用ネットワーク及び教室用機器（プロジェクタ・実
物投影機・ノートパソコン）について、授業の質的向上を図り、児童・生徒の学習意欲
をより一層引き出すため、より使いやすく、より教育効果の高い 新のICT機器に更
新します。

ICTを活用
した教育環
境の充実

・教育用ネットワークの再構築の計画書作成

・プロジェクタ機器設置工事準備
　①プロジェクタ機器の選定
　②プロジェクタ機器設置工事設計業務委託
　③プロジェクタ機器設置工事業者選定

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０６３

２７

枝事業名 87,578 91,411 △ 3,833

【拡充】

特定財源 80,555 特定財源 80,557 特定財源 △ 2

一般財源 7,023 一般財源 10,854 一般財源 △ 3,831

計画事業名 　
　公共施設の中で、大きな敷地と建物規模を占める学校施設において、環境負荷の
低減や自然との共生を考慮した施設を整備することにより、省エネとCO２削減に寄与

します。

エコスクー
ルの整備
推進

［教育委員会］

【調整内容】
　工事費の精査による減額　△3,833千円
　特定財源　都支出金を減額　△2千円

【担当】
　　学校運営課教育施設係　　　電話（直通）５２７３－３１０６



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

２８

枝事業名 23,435 23,435 0

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 23,435 一般財源 23,435 一般財源 0

計画事業名 　
　地域の住民及び保護者等が学校の運営に参画することにより、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進めていきます。

地域協働
学校（コ
ミュニティ・
スクール）
の推進

・指定学校の活動支援　　18校→29校（拡充）
・28年度に準備校を指定　10校（拡充）

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育支援課地域家庭教育係　　　電話（直通）３２３２－１０７８

２９①

枝事業名 7,600 7,100 500

伝統文化理解教
育の推進

【新規】

特定財源 500 特定財源 0 特定財源 500

一般財源 7,100 一般財源 7,100 一般財源 0

計画事業名 　
　国際理解教育を通し、児童・生徒が異文化を理解するとともに、日本の伝統や文化
を誇りを持って発信できるようになるための各学校の取組みを支援していきます。

東京オリン
ピック・パ
ラリンピッ
クを契機と
した教育の
推進

・伝統文化体験教室　小学校29校　半日1回
　　能楽体験や伝統芸能体験など
・「新宿ものづくりマイスター体験講座」　実践推進校中学校2校　半日2回
　　「東京手描友禅」「和生菓子」「つまみかんざし」「東京染小紋」等の中
　　から選択
・和楽器体験　中学校10校　半日3回
　　三味線や琴の演奏

［教育委員会］

【調整内容】
　伝統文化理解教育の実践校１校追加による増額　500千円
　特定財源　都支出金を追加　500千円

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５４



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

２９②

枝事業名 4,200 4,200 0

障害者理解教育
の推進

【新規】

特定財源 2,100 特定財源 1,000 特定財源 1,100

一般財源 2,100 一般財源 3,200 一般財源 △ 1,100

計画事業名 　
　児童・生徒が障害への理解や障害者との共生について学べる機会として、ブライン
ドサッカーをはじめ障害者スポーツ体験のほか、選手の講話や選手との交流を通じ
て、児童・生徒の障害への理解を深めていきます。

東京オリン
ピック・パ
ラリンピッ
クを契機と
した教育の
推進

・　区立小中学校におけるブラインドサッカーの実施　10校
・　障害者スポーツ体験事業推進校の指定　11校
　　　 障害者スポーツ体験を含む、障害者理解のための学習、障害者
　　　 スポーツ選手との交流等の教育活動を実施

［教育委員会］

【調整内容】
　特定財源　都支出金を増額　1,100千円

【担当】
　　教育指導課教職員係　　　電話（直通）５２７３－４２１５

２９③

枝事業名 3,950 3,950 0

スポーツギネス
新宿の推進

【新規】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 3,950 一般財源 3,950 一般財源 0

計画事業名 　
　児童・生徒が運動の楽しさに触れ、自ら運動に親しむことができるよう、小学校で取
り組んでいるスポーツギネス新宿を中学校全校で導入します。生徒の運動の意欲を
高め、自ら運動を楽しむ機会を創出することで、特に中学生の体力向上を図ります。

東京オリン
ピック・パ
ラリンピッ
クを契機と
した教育の
推進

・小学校スポーツギネス新宿の実施
     各学校で10種目の中から選択した運動を実施
・中学校スポーツギネス新宿の導入、実施
　   ダブルダッチの普及啓発および「ダブルダッチコンテスト」の実施

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育指導課教職員係　　　電話（直通）５２７３－４２１５



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

２９④

枝事業名 7,200 8,578 △ 1,378

英語キャンプの
実施

【新規】

特定財源 602 特定財源 860 特定財源 △ 258

一般財源 6,598 一般財源 7,718 一般財源 △ 1,120

計画事業名 　
　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に、希望者を対
象とした2泊3日の英語キャンプを実施し、英語教育の充実を図ります。

東京オリン
ピック・パ
ラリンピッ
クを契機と
した教育の
推進

・実施時期　夏季・冬季休業中
・対象人数　小学校5・6年生　46名
　　　　　　　  中学校1・2年生　40名
・実施回数　年1回
・宿泊先　　 女神湖高原学園
・実施内容　英語でコミュニケーションしながら、挨拶や道案内や災害時の
                基本的な表現などを学習

［教育委員会］

【調整内容】
　委託料の精査による減額　△1,378千円
　特定財源　諸収入を減額　△258千円

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５４



　７　セーフティネットの整備充実

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

３０①

枝事業名 24,622 24,622 0

拠点相談事業

特定財源 18,174 特定財源 18,174 特定財源 0

一般財源 6,448 一般財源 6,448 一般財源 0

計画事業名 　
　拠点相談所「とまりぎ」では、ホームレスからの相談に社会福祉士及び精神保健福
祉士が対応し、適切な情報提供や自立阻害要因の把握等、具体的な自立支援のた
めの助言を行います。また、法律、心理、借金、健康、アルコール等に関する専門相
談員を配置し、月に1～2回程度の相談を実施します。

ホームレス
の自立支
援の推進

・相談業務
　　日常の生活相談のほか、心理・借金・アルコール依存等専門相談の実施
　　就労相談
・相談体制
　　主任相談員　1名、相談員　2名、作業員　1名
　　専門相談（月6回程度）

［福祉部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　生活福祉課相談支援係　　　電話（直通）５２７３－４５７０

３０②

枝事業名 12,364 12,364 0

自立支援ホーム

特定財源 8,778 特定財源 8,778 特定財源 0

一般財源 3,586 一般財源 3,586 一般財源 0

計画事業名
　路上生活が短く、就労意欲の高いホームレスに対し、NPOが借り上げた施設を「自
立支援ホーム」とし、そこで一定期間、計画的、集中的に就労支援、生活指導を行い
ます。

ホームレス
の自立支
援の推進

・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が実施するアウトリーチ（巡回活動）と連携

［福祉部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　生活福祉課相談支援係　　　電話（直通）５２７３－４５７０



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

【調整内容】
　特定財源　国庫支出金を増額　6,828千円

一般財源 16,316 一般財源 △ 6,828

計画事業名 　
　生活保護受給者が地域で自立した生活を送るための「日常生活における自立した
生活」や「地域社会の一員として充実した生活」を目指した支援を実施していきます。
特に、生活保護受給者の約５割を占める高齢者のための「社会的な居場所」の充実
や、小・中学生とその保護者を対象とした支援の強化を図ります。

生活保護
受給者の
自立支援
の推進

・地域生活を送る生活保護受給者を対象とした支援　250人（年間）
・小中学生とその保護者を対象とした支援　　　　　　    40人（年間）

［福祉部］
【担当】
　　生活福祉課庶務係　　　電話（直通）５２７３－４５５５

37,949 0

特定財源 21,633 特定財源 6,828３１②

枝事業名 37,949

自立した地域生
活を過ごすため
の支援の推進

特定財源 28,461

一般財源 9,488

３０③

枝事業名 22,063 22,063 0

地域生活の安定
促進（訪問サポー

ト）

特定財源 11,031 特定財源 11,031 特定財源 0

一般財源 11,032 一般財源 11,032 一般財源 0

計画事業名
　すでにアパート等で生活しているものの未だ基本的な生活習慣が十分に回復して
おらず、地域社会での生活が安定していない元ホームレスの生活保護受給者に対
し、柔軟性と専門性を持った団体と連携し、きめ細かい訪問、相談等を行い、安定し
た自立生活の維持を支援していきます。

ホームレス
の自立支
援の推進

・区内訪問サポート
　　支援対象　300人、相談員の配置（主任相談員　1名、相談員　2名）
・区外宿泊者サポート
　　支援対象　100人、相談員の配置（相談員　2名）

［福祉部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　生活福祉課施設援護係　　　電話（直通）５２７３－４５７１

３１①

枝事業名 26,137 26,137 0

就労支援の充実

特定財源 17,424 特定財源 17,424 特定財源 0

一般財源 8,713 一般財源 8,713 一般財源 0

計画事業名
　生活保護受給者の自立支援を目的として、稼働能力のある生活保護受給者に対
し、ハローワークとの連携等による就労支援や、民間との連携による就労意欲の喚起
を含めた就労準備支援を実施し、生活保護受給者の経済的自立を目指した支援を
行っていきます。

生活保護
受給者の
自立支援
の推進

・ハローワークとの連携による支援　300人（年間）
・ＮＰＯ等との連携による支援  　    180人（年間）

［福祉部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　生活福祉課庶務係　　　電話（直通）５２７３－４５５５



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　生活困窮者自立支援法に基づき、経済的に困っている方からの相談に対応する
「生活支援相談窓口」を開設し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労
準備支援事業等の各種支援事業を実施します。

生活困窮
者の自立
支援の推
進

　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
　 ・主任相談支援員１名、相談支援員４名

  生活困窮者自立支援事業
　 ・自立相談支援
　 ・住居確保給付金
　 ・就労準備支援
　 ・一時生活支援
　 ・家計相談支援
　 ・学習支援（拡充）

［福祉部］

【調整内容】
　住居確保給付金の精査による減額　△10,905千円
　支援者数拡充による学習支援の増額　2,238千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△7,060千円

【担当】
　　生活支援担当課生活支援係　　　電話（直通）５２７３-３８７７

特定財源 △ 7,060

一般財源 20,632 一般財源 22,239 一般財源 △ 1,607

３２

枝事業名 65,187 73,854 △ 8,667

【拡充】

特定財源 44,555 特定財源 51,615



　８　女性や若者が活躍できる地域づくりの推進

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

【担当】
　　男女共同参画課　　　電話（直通）３３４１－０８０１

特定財源

0

0

一般財源 6,160 一般財源

0 特定財源

計画事業名 　
　仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、関係部署と連携
して企業への支援や働きかけを推進していきます。

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンス（仕事
と生活の
調和）の推
進

・推進企業認定10社
・コンサルタント派遣60回
・ワーク・ライフ・バランスセミナー3回

［子ども家庭部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　男女共同参画課　　　電話（直通）３３４１－０８０１

３５

枝事業名 6,160 6,160 0

特定財源 0

279 一般財源 279 一般財源 0

計画事業名 　
　「新宿区配偶者等暴力防止及び被害者支援基本計画」に基づき、ＤＶ（ドメスティッ
ク・バイオレンス）に対する正しい知識や理解を促進するため啓発講座を開催しま
す。

配偶者等
からの暴
力の防止

・年3回実施（うち1回は、学生などの若年層を対象に、デートＤＶに関する講座を
実施)

［子ども家庭部］

一般財源6,160

【調整内容】
　見積りのとおり

特定財源 0 特定財源 0３４

枝事業名 279 279 0

特定財源 0

一般財源

計画事業名 　
　男女が性別に関わりなく、共にあらゆる分野に参画することのできる男女共同参画
社会を実現するため、啓発講座や男女共同参画情報誌等の発行を通し意識啓発を
積極的に行います。

男女共同
参画の推
進

・男女共同参画フォーラム　年1回
・各種啓発講座　全24回
・情報誌の発行（ウィズ新宿）　年3回
・区民意識調査（標本数2,500名）（新規）
・企業従業員意識・実態調査（標本数4,500社、13,500名）（新規）

［子ども家庭部］

【調整内容】
　委託料の精査による減額　△2,416千円

【担当】
　　男女共同参画課　　　電話（直通）３３４１－０８０１

特定財源 0

一般財源 14,651 一般財源 17,067 一般財源 △ 2,416

３３①

枝事業名 14,651 17,067 △ 2,416

男女共同参画の
推進と多様な生
き方を認め合う社

会づくり

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



　９　だれもが地域で働き続けられるしくみづくり

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円3,290

　
　新宿区勤労者・仕事支援センターにおいて、就労意欲はあっても現実的に就労に
結びついていない障害者、若年非就業者等に対する就労支援事業(総合相談事
業、若年者就労支援事業、障害者等就労支援事業、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)の実施、及び就職を希望する区民に対する無
料職業紹介事業の実施により、相談から実習、就職準備、職業紹介までの効果的な
就労支援に取り組みます。

障害者、高
齢者、若者
非就業者
等に対す
る総合的
な就労支
援

・就労支援事業
・無料職業紹介事業

［文化観光産業
部］

（㉗地域文化部）

【調整内容】
　勤労者・仕事支援センター基幹システムに係る経費を増額　1,983千円
  特定財源　都支出金を減額　△1,307千円

【担当】
　　消費者支援等担当課消費生活係　　　電話（直通）５２７３－３９２５

92,026 特定財源 △ 1,307

一般財源 181,969 一般財源 178,679 一般財源

３６

枝事業名 272,688 270,705 1,983

特定財源 90,719 特定財源

計画事業名



　１０　地域の課題を共有し、ともに考え、地域の実情に合った区政運営の推進

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名

【担当】
　　生涯学習コミュニティ課生涯学習コミュニティ係　　　電話（直通）５２７３－４１２７

特定財源

23,922 一般財源 24,022 一般財源

　
　地域の様々な課題に取り組むとともに、地域住民の親睦やコミュニティづくりの中心
として活動している町会・自治会への加入率の向上のための支援策を新宿区町会連
合会と連携して実施します。

町会・自治
会及び地
区協議会
活動への
支援

　・「町会・自治会アドバイザー制度」
　　①町会・自治会法人化アドバイザー
　　　　町会・自治会の法人化に関する相談について、行政書士を派遣
　　②ブログ等作成アドバイザー
　　　　町会・自治会がブログを立ち上げるための講習会等を開催
　・町会・自治会活性化支援のための印刷物の作成
　　①地縁いきいき、顔のわかる町会長・自治会長パンフレット
　　②町会・自治会加入促進チラシ（拡充）
　　　 マンション向け地元町会紹介パンフレット（拡充）
　・区町会連合会・宅建協会・不動産協会との連携
　　①賃貸住宅居住者等への町会・自治会加入促進

［地域振興部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　生涯学習コミュニティ課生涯学習コミュニティ係　　　電話（直通）５２７３－４１２７

計画事業名 　
　区民の区政参画及び地域課題解決の場である地区協議会の運営及び活動を支
援し、住民自治の充実を図ります。
　また、地区協議会のあり方や財政的支援制度について検討します。

町会・自治
会及び地
区協議会
活動への
支援

・地区協議会連絡会
・地区協議会広報紙の発行
・地区協議会の運営
・まちづくり活動支援補助金

［地域振興部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　報償費、機器賃借料等の精査による減額　△100千円

0

一般財源 △ 100

３７②

枝事業名 23,922 24,022 △ 100

地区協議会活動
への支援

特定財源 0 特定財源 0

特定財源 0

一般財源 3,716 一般財源 3,716 一般財源 0

３７①

枝事業名 3,716 3,716 0

町会・自治会活
性化への支援

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

19,322 △ 4,161

協働事業提案制
度の推進

特定財源 1,650 特定財源

△ 5,811

0３８①

枝事業名 15,161

特定財源 1,650

19,322 一般財源

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源

一般財源 13,511 一般財源

計画事業名 　
　ＮＰＯや地域活動団体等の、社会貢献活動を行う営利を目的としない団体から、そ
の専門性や柔軟性を生かした事業提案を公募し、審査会により選定された事業を、
提案団体と協働して実施します。実施事業については、評価会が評価を行います。

NPOや地
域活動団
体等、多様
な主体との
協働の推
進

・協働事業提案制度審査会、協働事業評価会　12回開催
（協働事業提案制度実施事業として、28年度は、新規1事業・継続3事業の
計4事業を実施）

［地域振興部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　採択事業数の減等による協働事業提案制度実施事業委託料の減　△3,840千円
　（28年度実施事業：2事業→1事業）
　事務費等の精査による減　△321千円
　特定財源　都支出金を追加　1,650千円

【担当】
　　地域調整課管理係　　　電話（直通）５２７３－３８７２

３８②

枝事業名 1,319 1,362 △ 43

協働支援会議の
運営

1,319 一般財源 1,362 一般財源 △ 43

計画事業名 　
　NPO活動資金助成の審査や協働と参画を進めるためのしくみづくりについての検
証を協働支援会議で行い、区民の参画や区と区民の協働を進めるとともに、新宿区
にふさわしい協働事業を推進します。

NPOや地
域活動団
体等、多様
な主体との
協働の推
進

・協働支援会議　6回開催
　構成員（全8名）
　　　学識経験者　　　　1名
　　　ＮＰＯ　　　　  　　　2名
　　　公募区民   　　　　3名
　　  事業者　　　　　　　1名
　　　新宿区社会福祉協議会　     1名

［地域振興部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△43千円

【担当】
　　地域調整課管理係　　　電話（直通）５２７３－３８７２



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

３８③

枝事業名 4,222 4,275 △ 53

協働推進基金を
活用したNPO活
動資金助成

特定財源 3,014 特定財源 3,013 特定財源 1

一般財源 1,208 一般財源 1,262 一般財源 △ 54

計画事業名 　
　区にNPO活動団体登録をしたNPO法人が区民を対象として実施する社会貢献事
業に対して、区民や事業者からの寄附金と区費を積み立てた協働推進基金を活用
した助成を行います。

NPOや地
域活動団
体等、多様
な主体との
協働の推
進

・助成総額　300万円

［地域振興部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　事務費等の精査による減額　△54千円
　積立金を増額　1千円
　特定財源　財産収入を増額　1千円

【担当】
　　地域調整課管理係　　　電話（直通）５２７３－３８７２

３９

枝事業名 5,906 5,906 0

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 5,906 一般財源 5,906 一般財源 0

計画事業名  
　総合的な生涯学習人材の登録・活用制度を運営します。生涯学習活動を指導・支
援できる地域人材を登録し、さまざまな生涯学習活動を支援するとともに、生涯学習
活動・地域活動の成果が地域に還元される体制を確立します。

生涯学習・
地域人材
交流ネット
ワークの
活用

平成28年1月末現在
登録者数553名

　（新宿未来創造財団助成事業）

［地域振興部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　生涯学習コミュニティ課生涯学習コミュニティ係　　　電話（直通）５２７３－４１２７



　１　災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

［都市計画部］

【調整内容】
　実績精査による減額　△6,643千円

【担当】
　建築指導課　　　電話（直通）５２７３－３７４５

【調整内容】
　特定緊急輸送道路沿道建築物の補助の期間延長による増　685,907千円
　実績精査に伴う減　△63,350千円
　特定財源　国庫支出金を増額　281,741千円
  特定財源　都支出金を増額　266,521千円

・木造建築物
　　予備耐震診断委託　250件、耐震診断・補強設計費補助　150件、耐震改修
　　工事費補助　77件(拡充)、工事監理費補助　77件(拡充)
・非木造建築物
　　予備耐震診断委託（アドバイザー派遣）　150件、予備耐震診断委託(簡易耐
　　震診断)　85件、耐震診断費補助　29件、補強設計費補助　30件、耐震改修
　　工事費補助　20件
　　除却・建替費補助（特定緊急輸送道路沿道建築物に限る） 2件
・耐震シェルター設置費補助　3件
・耐震ベッド設置費補助　5件
・ブロック塀等除去工事費補助　10件
・がけ等調査委託　10件
・モデル地区事業業務委託　3,000戸(拡充)
・既設エレベーターの防災対策改修費補助　20件

0

一般財源 29,780 一般財源 36,423 一般財源 △ 6,643

建築物等耐震化
支援事業

　

【拡充】

36,423 △ 6,643

枝事業名

４０②

枝事業名 29,780

擁壁・がけ改修
等支援事業

【拡充】

特定財源 0

計画事業名

建築物等
の耐震性
強化

計画事業名

特定財源 0

一般財源 一般財源 230,502

建築物等
の耐震性
強化

・改修工事費助成の対象となる擁壁等
　　①大規模災害時の消防、避難、救助等を円滑に行う上で重要な道路に近接
  　　 する擁壁等
　　②崩壊、転倒した際に近接する家屋やその居住者の生命及び財産に大きな
   　  危害を及ぼす恐れのある擁壁等
　　③上記以外の道路に接する高さ2mを超える擁壁等（拡充）
・助成対象者
　　擁壁等の改修工事を行う個人又は中小企業
　　※擁壁の助成対象者を拡大します。（拡充）

 
　　擁壁・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策として、工事費助成やコンサルタント派遣を実施します。

622,557

特定財源 512,454 特定財源 548,262

【担当】
　地域整備課　　　電話（直通）５２７３－３８２９
　建築指導課　　　電話（直通）５２７３－３７４５

一般財源 74,295

　木造住宅、非木造建築物の耐震改修等への補助を行い、建築物の耐震化を推進
します。

304,797

［都市計画部］

1,365,513

Ⅱ　新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

４０① 1,060,716特定財源

特定財源

742,956



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

４１③

枝事業名 67,405 79,905 △ 12,500

木造住宅密集地
域における不燃
化建替え促進

【新規】

特定財源 26,380 特定財源

計画事業名 　
　西新宿五丁目地区において、不燃化建替えに対する固定資産税・都市計画税の
減免制度を活用するとともに、地元と協働で新たな防火規制や地区計画の導入、不
燃化の支援策検討等のまちづくりに取組み、地区の防災性を向上させていきます。

木造住宅
密集地域
の防災性
強化

対象地区
　・西新宿五丁目地区 　約12.3ha

［都市計画部］

【調整内容】
　事務費を増額　2千円

【担当】
　地域整備課　　　電話（直通）５２７３－３８４２

31,130

計画事業名

木造住宅
密集地域
の防災性
強化

・不燃化建替え・除却助成
　不燃化建替え　32件
　除却　　　　　　　 6件

［都市計画部］

【調整内容】
　不燃化建替え及び除却件数の精査に伴う減額　△12,500千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△4,750千円

【担当】
　地域整備課　　　電話（直通）５２７３－３８４４

 
　 木造住宅密集地域のうち、特に不燃化を推進することが位置づけられている地域
や、新たな防火規制又は地区計画が導入されている地域など、災害に強いまちづく
りが推進されている地域を対象に、耐火建築物等への不燃化建替え等に対し助成を
行います。

特定財源 △ 4,750

一般財源 41,025 一般財源 48,775 一般財源 △ 7,750

特定財源 0

一般財源 2,339 一般財源 2,337 一般財源 2

４１②

枝事業名 3,839 3,837 2

不燃化推進特定
整備事業（西新
宿五丁目地区）

特定財源 1,500 特定財源 1,500

４１①

枝事業名 440,887 147,011 293,876

計画事業名  
　若葉・須賀町地区において、住宅の建替えや共同化を促進するとともに、道路、公
園等の公共施設を整備し、防災性と住環境の向上を図ります。

木造住宅
密集地域
の防災性
強化

対象地区
　・若葉・須賀町地区 　約15.6ha

［都市計画部］

【調整内容】
　事業進捗に伴う増額　293,876千円
　特定財源　国庫支出金を増額　185,488千円
　特定財源　都支出金を増額　54,778千円

【担当】
　地域整備課　　　電話（直通）５２７３－３８４２

木造住宅密集地
域の整備促進

（若葉・須賀町地
区）

特定財源 357,902 特定財源 117,636 特定財源

一般財源 82,985 一般財源

240,266

一般財源 53,61029,375



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

0

0

0

0

184,356

特定財源４２①

枝事業名 1,380,428 1,380,428

市街地再開発事
業助成（西新宿
五丁目中央北地

区）

特定財源 828,172 特定財源 828,172

一般財源 552,256 一般財源 552,256 一般財源

計画事業名  
　 地元権利者等の参加による市街地再開発事業を支援し、安全で安心して住めるま
ち、地域の特性が活きるまち、みどりの多い快適なまちの実現を誘導します。
　西新宿五丁目中央北地区を対象に、都市再開発法に基づく手続き、再開発組合
運営の支援及び補助金交付を行います。

再開発に
よる市街
地の整備

・共同施設整備費助成

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　地域整備課　　　電話（直通）５２７３－３８４４

４２②

枝事業名 511,084 511,084 0

市街地再開発事
業助成（四谷駅

前地区）

特定財源 306,600 特定財源 306,600 特定財源 0

一般財源 204,484 一般財源 204,484 一般財源

計画事業名  
　地元権利者等の参加による市街地再開発事業を支援し、安全で安心して住めるま
ち、地域の特性が活きるまち、みどりの多い快適なまちの実現を誘導します。
　四谷駅前地区を対象に、都市再開発法に基づく手続き、再開発協議会及び施行
者である都市再生機構の運営支援及び分担金の負担を行います。

再開発に
よる市街
地の整備

・土地整備費、共同施設整備費助成

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　地域整備課　　　電話（直通）５２７３－３８４４

４２④

枝事業名 460,628 調整中 460,628

防災街区整備事
業助成（西新宿
五丁目北地区）

【新規】

特定財源 276,272 特定財源 特定財源 276,272

一般財源 184,356 一般財源 一般財源

計画事業名 　
　地元権利者等の参加による防災街区整備事業を支援し、安全で安心して住めるま
ち、地域の特性が活きるまち、みどりの多い快適なまちの実現を誘導します。
　西新宿五丁目北地区を対象に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律に基づく手続き、防災街区整備事業組合運営の支援及び補助金交付を行
います。

再開発に
よる市街
地の整備

・調査設計計画費助成

［都市計画部］

【調整内容】
　防災街区整備事業費を計上　460,628千円
  特定財源　国庫支出金を追加　230,272千円
　特定財源　都支出金を追加　46,000千円

【担当】
　地域整備課　　　電話（直通）５２７３－３８４２

調整中



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

0

４２⑤

枝事業名 162 162 0

市街地再開発の
事業化支援

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 162 一般財源 162 一般財源

計画事業名
　防災・安全・住環境等の課題を抱える地区について、地元権利者等の参加による
市街地再開発事業等を支援し、安全で安心して住めるまち、地域の特性が活きるま
ち、みどりの多い快適なまちの実現を誘導します。
　次の地区を対象に、市街地再開発準備組合の活動支援を行います。

再開発に
よる市街
地の整備

対象地区
　・西新宿五丁目中央南地区　　面積約0.8ｈａ
　・西新宿三丁目西地区　　　　　面積約4.6ｈａ

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　地域整備課　　　電話（直通）５２７３－３８４４

４３

枝事業名 249,916 230,543 19,373

【拡充】

特定財源 600 特定財源 600 特定財源 0

一般財源 249,316 一般財源 229,943 一般財源 19,373

計画事業名 　
　細街路拡幅整備条例に基づき、幅員４ｍ未満の細街路を拡幅整備して、快適な居
住環境の確保、及び災害時の安全性の向上を推進します。

細街路の
拡幅整備

・協議による拡幅延長  約6.7ｋｍ(拡充)
・声かけによる拡幅延長  約0.5ｋｍ
・街区による細街路拡幅整備  1路線

［都市計画部］

【調整内容】
　協議による拡幅延長の増に伴う増額　19,373千円

【担当】
　建築調整課　　　電話（直通）５２７３－３７３３



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

４４

枝事業名 169,415 177,000 △ 7,585

【拡充】

特定財源 70,525 特定財源 70,525 特定財源 0

一般財源 98,890 一般財源 106,475 一般財源 △ 7,585

計画事業名 　
　主要な区道において、電線類を地下に埋設し、電柱を撤去することにより、災害に
強いまちづくりを進めるとともに、歩行空間のバリアフリー化や美しい都市景観の創出
を図ります。

道路の無
電柱化整
備

・聖母坂通り（600ｍ）　引込連系工事、街路灯工事、道路設計
・補助72号線Ⅰ期（350m）　引込連系設計（拡充）
・甲州街道脇南側区道（特別区道11-260）　共同溝基本設計（拡充）

［みどり土木部］

【調整内容】
　設計委託料の精査に伴う減額　△7,585千円

【担当】
　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５

４５①

枝事業名 32,627 27,383 5,244

道路の治水対策

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 32,627 一般財源 27,383 一般財源 5,244

計画事業名 　
　集中豪雨による浸水対策として、道路において透水性舗装や浸透ますなどの新
設・改修を行います。

道路・公園
の防災性
の向上

・透水性舗装、浸透ます等の新設・改修　2,500㎡相当

［みどり土木部］

【調整内容】
　労務単価等の増に伴う増額　5,244千円

【担当】
　道路課道路設計係　　　電話（直通）５２７３－３８８９



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

４５②

枝事業名 15,415 15,415 0

道路・公園擁壁
の安全対策

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 15,415 一般財源 15,415 一般財源 0

計画事業名  
　区が管理する道路及び公園擁壁を常に良好に保つために、定期的な点検調査を
実施し、計画的に改修を行い、はく離や崩壊を防止することにより、歩行者や地域住
民の安全を確保し災害に強いまちづくりに貢献します。

道路・公園
の防災性
の向上

擁壁点検調査
　・道路擁壁20か所
　・公園擁壁28か所

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　道路課計画係　　　　 　　　　　電話（直通）５２７３－３５２５
　みどり公園課公園計画係　　　電話（直通）５２７３－３９１５

４６

枝事業名 167,484 126,744 40,740

【拡充】

特定財源 55,000 特定財源 37,000 特定財源 18,000

一般財源 112,484 一般財源 89,744 一般財源 22,740

計画事業名 　
　「橋りょう長寿命化修繕計画」に基づく補修・補強工事を実施します。また、５年に一
度橋りょうの定期点検を実施します。

まちをつな
ぐ橋の整
備

・補修工事　　朝日橋、落合橋
・補修設計　　宮田橋
・定期点検（57橋）（新規）

［みどり土木部］

【調整内容】
　工事進捗による増額　40,740千円
　特定財源　国庫支出金を増額　18,000千円

【担当】
　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５



　２　災害に強い体制づくり

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

【調整内容】
　備蓄物資単価等の精査による減額　△846千円

【担当】
　　危機管理課事業推進係　　　電話（直通）５２７３－３８７４

特定財源 0

一般財源 0 一般財源 3,240 一般財源 △ 3,240

４７

枝事業名 0 3,240 △ 3,240

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　＊事業費は３８①「協働事業提案制度の推進」で計上

　NPO、ボランティア団体、企業等の多様な主体と連携して、イベント性の高い防災
意識向上事業を実施し、防災活動に接する機会が少ない若者をはじめ広い世代の
参加を促します。また、イベントでは企画段階から参加者が運営側として参加できる
仕組みを作り、防災思想を普及することで、今後、地域の防災活動の担い手となる人
材を育成し、地域防災力を強化します。

多様な主
体との連
携による多
世代への
防災思想
の普及啓
発

・体験型防災イベントの実施　→　1回

［危機管理担当
部］

（㉗区長室） 【担当】
　　危機管理課事業推進係　　　電話（直通）５２７３－３８７４

【調整内容】
　協働事業提案制度による事業として実施することに伴い、事業費を３８①「協働事
業提案制度の推進」で計上

４８

枝事業名 18,188 19,034 △ 846

【新規】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 18,188 一般財源 19,034 一般財源 △ 846

計画事業名 　
　避難所において配慮を要する方のへ安全・安心を確保するために、避難所の管理
運営を見直し、体制を強化するとともに、女性をはじめ配慮を要する方の視点を取り
入れた物品を購入します。

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

・避難所運営マニュアルの更新　→　2か年で41協議会
・電子版「災害に備えて」の多言語化　→　6か国語
・備蓄物資の購入

［危機管理担当
部］

（㉗区長室）



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

特定財源 0 特定財源 0

一般財源 一般財源 6,271 一般財源 0

計画事業名

４９

枝事業名 6,271 6,271 0

福祉避難
所の充実
と体制強
化

・民間事業者との協定締結（5所）
・備蓄物資の更新・新規配備（区立施設27所・民間施設6所）
・避難所開設・運営訓練の実施（1回）
・介助を要する避難者への支援を行う人材確保

［福祉部］

【調整内容】
　見積りのとおり

　被災した高齢者や障害者等が安全・安心に避難できるよう、区内民間事業者と協
定を締結し、福祉避難所対象施設を民間施設まで広げるとともに、避難生活開始
後、入浴・排泄等介助を要する避難者への支援を行うための人材を確保します。
　また、協定を締結した民間の福祉避難所への備蓄物資の配備や既存の福祉避難
所（区立施設）の備蓄物資の更新、避難所開設・運営訓練の実施等により、災害時
応急体制の強化を図ります。

【担当】
　地域福祉課福祉計画係　　　電話（直通）５２７３－３５１７

【新規】

特定財源 0

6,271

５０

枝事業名 96,058 96,279 △ 221

【拡充】

特定財源 777 特定財源 777 特定財源 0

一般財源 95,281 一般財源 95,502 一般財源 △ 221

計画事業名 　
　避難所の備蓄物資をはじめ医療用資材や医療救護所の医薬品等の更新を計画的
に行うことで、災害時の避難所機能の維持を図ります。また、災害時に必要な物資が
円滑に避難所等に届けられるよう、新たな物資運搬手段を確保します。

災害用備
蓄物資の
充実

・備蓄物資の充実（拡充）
・在宅避難者及び帰宅困難要援護者用物資の更新
・避難所用備蓄物資の更新
・医療資機材等の更新

［危機管理担当
部］

（㉗区長室）

【調整内容】
　備蓄物資単価等の精査による減額　△221千円

【担当】
　　危機管理課事業推進係　　　電話（直通）５２７３－３８７４

５１

枝事業名 1,044 864 180

【新規】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 1,044 一般財源 864 一般財源 180

計画事業名 　
　マンションにおける防災区民組織等の体制づくりを強化するなどし、災害対応力の
向上を図るとともに、高層マンションが多数立地する区の特性をふまえ、マンション防
災対策ガイドラインの策定に取り組みます。

マンション
防災対策
の充実

・地震動シミュレーターを用いた防災訓練　年間2回実施
・マンション防災懇談会開催

［危機管理担当
部］

（㉗区長室）

【調整内容】
　ガイドライン策定に向けた懇談会等開催経費を追加　180千円

【担当】
　　危機管理課事業推進係　　　電話（直通）５２７３－３８７４



　３　暮らしやすい安全で安心なまちの実現

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　安全推進地域活動重点地区の拡充を進めます。さらに、重点地区の活動を強化す
るため、重点地区等の相互が連携・協働することにより、地域の犯罪抑止に寄与して
いきます。

安全推進
地域活動
重点地区
の活動強
化

・重点地区指定　年間5地区
・重点地区等の連携・活動強化　年間2地区
・まちの犯罪防止広報製作（新規）

［危機管理担当
部］

（㉗区長室）

【調整内容】
　安全マップ作成経費の実績精査による減額　△55千円

【担当】
　　危機管理課危機管理係　　　電話（直通）５２７３－４５９２

特定財源 0

一般財源 5,951 一般財源 6,006 一般財源 △ 55

５２

枝事業名 5,951 6,006 △ 55

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

５３

枝事業名 59,825

【新規】

特定財源 0

計画事業名

- 59,825

　新宿駅周辺において客引き行為等に対するパトロールを強化し、防犯活動と併せ
て、人々が安全に安心して集う、賑わいのあるまちづくりをすすめます。

客引き行
為防止等
の防犯活
動強化

・条例改正（平成28年4月1日施行予定）
　　　特定地区の町会・商店会等のパトロール活動の実施
　　　客引き行為等を用いた営業の禁止
　　　罰則規定の導入等
　　　（罰則規定は平成28年6月1日施行予定）

・客引き行為等防止対策員　1名
・パトロール隊業務委託
　　＊パトロール：15：00～22：00　  2班（8名）で巡回　年間242日
・条例周知業務委託　　区内飲食店への周知業務

［危機管理担当
部］

（㉗区長室）

【調整内容】
　客引き行為防止等の防犯活動強化に係る事業費を計上 59,825千円

【担当】
　　危機管理課危機管理係　　　電話（直通）５２７３－４５９２

特定財源 - 特定財源 0

一般財源 59,825 一般財源 - 一般財源 59,825



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名

路上喫煙
対策の推
進

［環境清掃部］

【調整内容】
　路上喫煙禁止パトロール実施内容の見直しによる減額　△30,409千円

【担当】
　　ごみ減量リサイクル課まち美化係　　　電話（直通）５２７３－４２６７

　
　受動喫煙やたばこの火による被害を防止するため、地域等との協働によるキャン
ペーンやパトロールによる指導を継続的に実施するとともに、区民、事業者、来街者
等に対する路上喫煙禁止の普及啓発を行い、きれいなまちづくりを進めていきます。

　・路上喫煙禁止パトロール
　　　路上喫煙者への直接指導や事業所等への協力依頼、苦情対応等
　・効果測定として区内各駅周辺及び生活道路で路上喫煙率等調査を実施
　　　（延年6回および喫煙所利用状況）
　・区内事業所従業員や関係者等への啓発協力依頼（研修含む）
　　　各事業所等に対する啓発活動（掲示物、配付物の提供、ビデオ等の貸出し）
　・周知活動
　　　地元町会や商店街、事業者、来街者への周知を目的として、
      ポスター・ステッカーなどを配布
　・喫煙所の維持管理・整備
　　　喫煙所（8か所）の維持管理、環境改善のための整備

特定財源 0

一般財源 109,590 一般財源 139,999 一般財源 △ 30,409

５５

枝事業名 109,590 139,999 △ 30,409

特定財源 0 特定財源

新型インフ
ルエンザ
等対策の
推進

・「新型インフルエンザ対策連絡会」の開催（4回）（専門部会含む）
・防護服等の院内感染防止備蓄の準備支援（区内診療所　20所　薬局　10所）
・発生時に備えた訓練や研修会等の実施
・普及啓発ポスター・マスクの購入と配布
・予防薬の購入（イナビル50箱）
・職員用感染防護服の購入（600セット）

［健康部］

【調整内容】
　新型インフルエンザ等対策連絡会に係る報償費の精査による減額　△12千円
　特定財源　都支出金を増額　51千円

【担当】
　　保健予防課予防係　　　電話（直通）５２７３－３８５９

　強毒性の新型インフルエンザ等の流行に備え、区民等への正しい知識の普及啓発
と、発生時に備えた関係機関との連携強化を図ります。また、流行期には区内のす
べての診療所等で適切な医療が提供できるよう、防護服やマスクを計画的に配布し
ます。

特定財源 51

一般財源 5,126 一般財源 5,189 一般財源 △ 63

５４

枝事業名 5,826 5,838 △ 12

特定財源 700 特定財源 649

計画事業名

0



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名

アスベスト
対策

［都市計画部］

【調整内容】
　実績精査に伴う減額　△13,400千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△7,200千円

【担当】
　　建築調整課　　　電話（直通）５２７３－４２６８

５７

枝事業名 4,138 5,219 △ 1,081

【拡充】

特定財源 1,660

５６

枝事業名 17,896 31,296 △ 13,400

特定財源 9,050 特定財源 16,250 特定財源 △ 7,200

一般財源 8,846 一般財源 15,046 一般財源 △ 6,200

　
　アスベスト対策が必要な建築物の所有者に対して継続的にアスベスト除去等工事
の啓発、助言を行い、安全化指導を行っていきます。あわせて、個人又は中小企業
が所有する建築物で、吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築物につ
いてアスベスト含有調査にかかる費用を助成します。また、吹付けアスベストが施工さ
れている建築物について、吹付けアスベストの除去等工事にかかる費用の一部を助
成します。

・　助成対象者
　　　新宿区内の民間建築物を所有する個人又は中小企業者
　　　新宿区内にある分譲マンション等の管理組合の代表者等
・　助成対象費用
　　　含有調査費用（消費税相当額を除く）の10／10相当額
　　　除去等工事費用（消費税相当額を除く）の2／3相当額
・　助成件数（予定）
　　含有調査費助成　10件
　　　　（補助上限額250千円）
　　除去等工事費助成
　　一　戸　建　1件
　　　　（補助上限額500千円）
　　共同住宅等　6件
　　　　（補助上限額3,000千円）

特定財源 1,623 特定財源 37

一般財源 2,478 一般財源 3,596 一般財源 △ 1,118

計画事業名
　　区内全域の空家等の実態調査を行い、データベース化するとともに、調査結果等
を踏まえて空家等の適切な管理の促進・有効活用のあり方を検討し、区の地域特性
を考慮した空家等対策計画を策定します。

空家等対
策の推進

・空家等対策計画案の作成（新規）
・空家等対策計画に係る会議体の設置及び運営（新規）
・空家等適正管理審査会の運営

［危機管理担当
部］

（㉗区長室）

【調整内容】
　計画策定委託料の精査による減額　△1,081千円
　特定財源　都支出金を増額　37千円

【担当】
　　危機管理課危機管理係　　　電話（直通）５２７３－４５９２



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

1,778 0

【新規】

特定財源 1,038 特定財源 777 特定財源 261

一般財源 740 △ 261

計画事業名 　
　区内全域の空家等の実態調査を行い、データベース化するとともに、調査結果等
を踏まえて空家等の適切な管理の促進・有効活用のあり方を検討し、区の地域特性
を考慮した空家等対策計画を策定します。

空家等対
策の推進

・空家等実態調査及びデータベースの整備（新規）
　　いわゆるごみ屋敷を対象とした現況の調査を行います。また、実態調査の結
果を分析し、データベースの整備を行います。

［環境清掃部］

【調整内容】
　特定財源　都支出金を追加　261千円

【担当】
　　ごみ減量リサイクル課まち美化係　　　電話（直通）５２７３－４２６７

５７

枝事業名

５７

枝事業名 19,610 19,610 0

【新規】

特定財源 10,257 特定財源 10,257 特定財源

1,778

一般財源 1,001 一般財源

計画事業名  
　区内全域の空家等の実態調査を行い、データベース化するとともに、調査結果等
を踏まえて空家等の適切な管理の促進・有効活用のあり方を検討し、区の地域特性
を考慮した空家等対策計画を策定します。

空家等対
策の推進

・空家等実態調査及びデータベースの整備（新規）
　　区内全域の空家等の所在地、所有者の特定、現況の調査を行います。また、
実態調査の結果を分析し、データベースの整備を行います。

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　建築調整課　　　電話（直通）５２７３－３５４４

0

一般財源 9,353 一般財源 9,353 一般財源 0

計画事業名 　
　分譲マンションの良好な維持・管理を促進し、住環境の保全・向上を図るため、建
物の維持・保全及びマンション管理組合の運営に関する啓発活動、情報提供及び相
談を行います。

分譲マン
ションの適
正な維持
管理及び
再生への
支援

・マンション管理相談　　　　　　　　　　　　　　　　48件（24回）
・マンション管理相談員派遣　　　　　　　　　　　 24件
・マンション管理相談員資質向上講座　　　　　　1回
・マンション管理セミナーの開催　　　　　　　　　　2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

［都市計画部］

1,146 0

特定財源 405

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　住宅課居住支援係　　　電話（直通）５２７３－３５６７

741 一般財源 741 一般財源 0

特定財源 405 特定財源 0

一般財源

５８

枝事業名 1,146



　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

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名  
　新宿駅周辺の回遊性確保のため、新宿駅東西自由通路整備に要する工事費を事
業者に対して補助します。

新宿駅周
辺地区の
整備推進

［都市計画部］

【調整内容】
　工事進捗に伴う減額　△131,600千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△65,800千円

【担当】
　　都市計画課都市施設係　　　電話（直通）５２７３－４１６４

特定財源 △ 65,800

一般財源 366,000 一般財源 431,800 一般財源 △ 65,800

５９③

枝事業名 732,000 863,600 △ 131,600

東西自由通路の
整備

特定財源 366,000 特定財源 431,800

　新宿通りをより歩きやすく魅力的な空間とするためにモール化を行い、歩いて楽し
い回遊性のあるまちづくりを進めます。27年度の検証結果を踏まえ、引き続きモール
化に向けた検証を実施します。

新宿駅周
辺地区の
整備推進

・課題への対応とモール化に向けた検証
・関係機関等調整

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　都市計画課都市施設係　　　電話（直通）５２７３－４１６４

一般財源 13,716 一般財源 13,716 一般財源 0

計画事業名 新宿駅周辺地区
の整備計画策定

及び整備

【拡充】

枝事業名

５９②

枝事業名 13,716

新宿通りモール
化

【拡充】

特定財源 0

計画事業名

新宿駅周
辺地区の
整備推進

13,716 0

特定財源 0

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△1,350千円

0

　
　新宿の顔づくりに向けて、駅前広場など都市基盤整備と一体となったまちづくりを
推進します。
　東・西駅前広場の再整備や靖国通り地下通路延伸の検討等を進めることにより、新
宿駅周辺の利便性・回遊性の向上を図り、魅力的で賑わいあふれるまちづくりを進め
ます。

一般財源 △ 1,35049,890一般財源 一般財源 51,240

【担当】
　　都市計画課都市施設係　　　電話（直通）５２７３－４１６４

51,240 △ 1,350

特定財源 0 特定財源 0５９① 0特定財源

特定財源

49,890

Ⅲ　賑わい都市・新宿の創造

［都市計画部］



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名  
　中井駅周辺の整備（南北自由通路設置・バリアフリー化等）を行うことで、歩行者の
安全性と利便性の向上を図ります。

中井駅周
辺の整備
推進

［都市計画部］

【調整内容】
　工事進捗による増額　19,695千円
　特定財源　国庫支出金を増額　6,565千円

【担当】
　　都市計画課都市施設係　　　電話（直通）５２７３－３５４７

特定財源 6,565

一般財源 290,208 一般財源 277,078 一般財源 13,130

６０①

枝事業名 435,299 415,604 19,695

南北自由通路の
整備

特定財源 145,091 特定財源 138,526

26,725

一般財源

特定財源６０②

枝事業名 295,927 264,013 31,914

駅前広場の整備

【拡充】

特定財源 58,541 特定財源 31,816

237,386 一般財源 232,197 一般財源 5,189

計画事業名 　
　中井富士見橋高架下空間を有効に活用し、駐輪場、駅前広場、歩行者専用橋の
整備を南北自由通路の整備と併せて行います。

中井駅周
辺の整備
推進

・南北駅前広場整備工事
・駐輪場（北側）整備
・駐輪場管理棟整備
・（仮称）防災コミュニティスペース整備
・歩行者専用橋北側橋台整備

［みどり土木部］

【調整内容】
　労務単価等の増による増額　31,914千円
　特定財源　国庫支出金を増額　26,725千円

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５



　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

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　歌舞伎町周辺の放置自転車対策として、撤去活動とともに整理指導員による「声か
け」による啓発活動を行い、自転車を放置させない環境をつくります。

歌舞伎町
地区のま
ちづくり推
進

　　　撤去活動と効率的な声かけ活動の実施
　　　　（歌舞伎町一丁目、二丁目及び周辺）

［みどり土木部］

【調整内容】
　整理指導業務委託料の精査による減額　△2,505千円

【担当】
　　交通対策課自転車対策係　　　電話（直通）５２７３－３８９６

特定財源 0

一般財源 40,682 一般財源 43,187 一般財源 △ 2,505

６１③

枝事業名 40,682 43,187 △ 2,505

道路の適正利用
（不法看板と放置
自転車対策）

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　歌舞伎町ルネッサンスの掲げる目標を実現するための組織として平成20年４月に
設立した「歌舞伎町タウン・マネージメント（TMO）」の運営を支援します。

歌舞伎町
地区のま
ちづくり推
進

　歌舞伎町タウン・マネージメント（TMO）は、地元町会・商店街振興組合、民間
事業者、警察・消防等の関係機関により構成されており、歌舞伎町ルネッサンス
が掲げる目標を実現するため、安全・安心対策、環境美化、地域活性化、まちづ
くり、情報発信等の事業を官民一体となり実施しています。

［地域振興部］
（㉗区長室）

0

一般財源 23,321 一般財源 27,170 一般財源 △ 3,849

歌舞伎町ルネッ
サンスの推進
（TMOの運営支

援）

特定財源 0 特定財源 0 特定財源６１①

枝事業名 23,321

【担当】
　　特命プロジェクト推進課　　　電話（直通）５２７３－４２２０

【調整内容】
　自主事業による収益増等に伴い、自主財源を活用することによる補助金の減額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△3,849千円

27,170 △ 3,849



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　「歌舞伎町街並みデザインガイドライン」に基づき、安全かつ快適に歩きながら歌舞
伎町の多様な魅力を楽しむことができるように、歩行環境の充実を図ります。

歌舞伎町
地区のま
ちづくり推
進

道路設計　1路線　特別区道21－180

［みどり土木部］

【調整内容】
　道路設計委託料の精査による減額　△500千円

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５

特定財源 0

一般財源 4,500 一般財源 5,000 一般財源 △ 500

６１⑤

枝事業名 4,500 5,000 △ 500

まちづくり誘導方
針の推進

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名

歌舞伎町
地区のま
ちづくり推
進

［環境清掃部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　ごみ減量リサイクル課まち美化係　　　電話（直通）５２７３－４２６７

　
　歌舞伎町クリーン作戦として、毎週水曜日に、地域団体、ボランティア等と一体と
なって道路上のポイ捨てごみの収集等を行います。また、路上清掃を委託により実
施し、歌舞伎町及び新宿駅東口周辺をきれいなまちにしていきます。

　・繁華街の路上清掃
　　　　路上（歩道、歩車道の区別のない道路、広場、植込み等）の清掃委託により
　　　歌舞伎町をきれいなまちにします。水曜、年始年末を除き、新宿駅東口周辺、
　　　歌舞伎町周辺と併せて実施します。
　　　　また新宿駅周辺の喫煙所の環境美化を強化するため、水曜日についても
　　　喫煙所及び周辺の清掃活動を実施します。

　・区役所としての清掃活動
　　　区役所も地域の１事業所として、美化活動の推進を図るとともに、地元の商店
　　　街・協力事業者・ボランティア等と協働して道路美化清掃作業を実施します。
　　　路面のガム取りも併せて実施します。

特定財源 0

一般財源 29,248 一般財源 29,248 一般財源 0

６１④

枝事業名 29,248 29,248 0

路上の清掃

特定財源 0 特定財源 0



　３　地域特性を活かした都市空間づくり

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　景観法や新宿区景観まちづくり条例に基づき、新宿区景観まちづくり計画と新宿区
景観形成ガイドラインを活用して、景観に配慮したまちづくりに取り組みます。

景観に配
慮したまち
づくりの推
進

・建築物や屋外広告物等について、景観まちづくり相談員を活用した景観事前
　協議を行います。
・区分地区指定に向け、調査・検討を行います。（新宿駅西口地区）

［都市計画部］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△11千円

【担当】
　　景観と地区計画課　　　電話（直通）５２７３－３５６９

特定財源 0

一般財源 5,837 一般財源 5,848 一般財源 △ 11

６３

枝事業名 5,837 5,848 △ 11

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名  
　地域の課題にきめ細かく対応していくために、地域住民との協働によりまちづくり活
動を行い、地区計画やまちづくり構想、ガイドライン等のまちづくりのルールを定めて
いきます。

地区計画
等のまち
づくりルー
ルの策定

・地区計画等策定に向けたまちづくり活動の支援　7地区
・広域的まちづくり活動の支援　8地区
・地区の自主的なまちづくり活動の支援

［都市計画部］

【調整内容】
　委託料の精査に伴う減額　△4,252千円

【担当】
　　景観と地区計画課　　　電話（直通）５２７３－３５６９

特定財源 0

一般財源 49,130 一般財源 53,382 一般財源 △ 4,252

６２

枝事業名 49,130 53,382 △ 4,252

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



　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

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国内外からの来街者が迷わず目
的地にたどり着くことができるよう、来街者にわかりやすい案内サインを検討の上、新
宿駅周辺等の歩道上等への観光案内標識の整備を進めていきます。

ユニバー
サルデザ
インまちづ
くりの推進

・標識盤面更新　15基（新宿駅周辺）
・標識新規設置　　5基（新宿駅周辺）
・次年度以降の設置箇所の検討

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　文化観光課文化観光係　　　電話（直通）５２７３－４０６９

特定財源 0

一般財源 5,159 一般財源 5,159 一般財源 0

６４②

枝事業名 15,465 15,465 0

ユニバーサルデ
ザインの視点に
立った観光案内
標識の整備促進

【新規】

特定財源 10,306 特定財源 10,306

計画事業名 　
　ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを進めるためのユニバーサルデザ
インまちづくりガイドラインの普及・啓発を行います。
　ワークショップを活用して、利用者の視点を取り入れたガイドブックを作成し、ガイド
ラインの充実を図ります。

ユニバー
サルデザ
インまちづ
くりの推進

・ワークショップの開催　6回
・啓発用ガイドブックの作成　2種類
・ガイドブックによる普及・啓発
・新宿駅周辺整備調査委託（拡充）

［都市計画部］

【調整内容】
　新宿駅周辺整備調査委託料を増額　15,222千円
　特定財源　都支出金を増額　48千円

【担当】
　　都市計画課都市計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２７

特定財源 48

一般財源 18,080 一般財源 2,906 一般財源 15,174

６４①

枝事業名 21,034 5,812 15,222

ユニバーサルデ
ザインまちづくり

の推進

【拡充】

特定財源 2,954 特定財源 2,906

【新規】

17,143 - 17,143

特定財源

13,315

3,828 特定財源 - 特定財源 3,828

新宿フリー
Wi-Fiの整
備等

・新規整備等　公衆AP6基程度設置      ＊AP：アクセスポイント
　　区内の特に乗降客数の多い駅周辺にAPを整備
・既設の新宿駅周辺地域のAP18基及び コールセンターの運用

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　新宿フリーWi-Fiの整備等に係る事業費を計上　17,143千円
　特定財源　諸収入を計上　3,828千円

【担当】
　　文化観光課文化観光係　　　電話（直通）５２７３－４０６９

一般財源 13,315 一般財源 - 一般財源

６５

枝事業名

計画事業名
　２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、区内で無料公衆無線LAN環境
「新宿フリーWi-Fi」の整備を推進します。



　５　道路環境の整備

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　歩行者の安全性の確保及び景観の向上を図るため、区道の整備、舗装改良工事
を実施します。

人にやさし
い道路の
整備

・対象路線検討

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　道路課道路設計係　　　電話（直通）５２７３－３８８９

特定財源 0

一般財源 557 一般財源 557 一般財源 0

６７①

枝事業名 557 557 0

道路の改良

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　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、地区計画に基づく道路整備の完了を目指し、用地買収、道路の整備を行いま
す。

都市計画
道路等の
整備

・用地買収、道路整備に向けた調整

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５

特定財源 0

一般財源 50 一般財源 50 一般財源 0

６６②

枝事業名 50 50 0

百人町三・四丁
目地区の道路整

備

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　都市計画道路補助第72号線の未開通区間である第Ⅰ期区間（職安通り～大久保
通り）について、早期開通を目指し、用地買収を進めていきます。

都市計画
道路等の
整備

第Ⅰ期区間の用地買収及び道路整備に向けた調整

［みどり土木部］

【調整内容】
　用地買収の進捗に伴う減額　△639,109千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△189,200千円
　特定財源　都支出金を減額　△89,500千円
　特定財源　特別区債を減額　△205,000千円

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５

一般財源 14,008 一般財源 169,417 一般財源 △ 155,409

18,308 657,417 △ 639,109

補助第７２号線の
整備

特定財源 4,300 特定財源 488,000 特定財源 △ 483,700６６①

枝事業名



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　交通バリアフリー基本構想に基づき、道路特定事業者として重点地区における区
道のバリアフリー化を推進します。

人にやさし
い道路の
整備

・高田馬場駅周辺地区　さかえ通り（特別区道23-220）調査設計
・信濃町駅周辺地区（特別区道43‐120）調査設計

［みどり土木部］

【調整内容】
　設計委託料の精査による減額　△1,000千円

【担当】
　　道路課道路設計係　　　電話（直通）５２７３－３８８９

特定財源 0

一般財源 9,000 一般財源 10,000 一般財源 △ 1,000

６７③

枝事業名 9,000 10,000 △ 1,000

バリアフリーの道
づくり

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　生活道路における通過交通の排除、走行速度の抑制、歩行区間のバリアフリー化
等の視点に立った暮らしやすい道づくりを進めます。また、新宿区通学路交通安全
プログラムと連携し、学校施設周辺や公園周辺、子どもの多いエリア等の道路につい
て、地域との協働で整備計画を策定し、歩行者通行部の拡幅などを行うことで、安全
で快適な歩行環境を整備します。

人にやさし
い道路の
整備

【下落合地区】　調査・設計

［みどり土木部］

【調整内容】
　設計委託料の精査による減額　△500千円

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５

特定財源 0

一般財源 4,500 一般財源 5,000 一般財源 △ 500

６７②

枝事業名 4,500 5,000 △ 500

人とくらしの道づ
くり

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　老朽化し、更新時期を迎えている街路灯について、エネルギー効率の良いＬＥＤ街
路灯等へ積極的に改修し、ＣＯ₂の抑制と節電対策を推進します。

道路の温
暖化対策

・ＬＥＤ街路灯改修　　　　　　　680基
・大型街路灯改修　　　　　　　　15基

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　道路課道路設計係　　　電話（直通）５２７３－３８８９

特定財源 0

一般財源 145,100 一般財源 145,100 一般財源 0

６８②

枝事業名 145,100 145,100 0

道路の節電対策

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　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進めるとともに、間伐材の有効利用など、持続可能な循環
型社会の構築を目指します。

道路の温
暖化対策

・遮熱性舗装工事　　1,600㎡（拡充）
・木製防護柵設置工事　100ｍ
・遮熱性舗装の効果検証（拡充）

［みどり土木部］

【調整内容】
　労務単価の増による増額　10,836千円

【担当】
　　道路課道路設計係　　　電話（直通）５２７３－３８８９

特定財源 0

一般財源 62,922 一般財源 52,086 一般財源 10,836

６８①

枝事業名 62,922 52,086 10,836

環境に配慮した
道づくり

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



　６　交通環境の整備

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名
　自転車等に関する総合計画を策定し、自転車と歩行者の安全を図りながら自転車
をより活用できる環境整備を行うため、ニーズや現況の把握、自転車走行空間の整
備方針の策定等を行います。さらに、区民の新たな移動手段や観光振興、まちの回
遊性の確保などの視点から、シェアサイクルの導入についても検討を行います。

自転車等
の適正利
用の推進

・自転車走行空間の整備状況等の調査
・交通量調査及び区民モニターアンケート
・駐輪対策協議会の開催
・シェアサイクルについての調査

［みどり土木部］

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△1,035千円

【担当】
　　交通対策課交通企画係　　　電話（直通）５２７３－４２６５

特定財源 0

一般財源 9,853 一般財源 10,888 一般財源 △ 1,035

７０①

枝事業名 9,853 10,888 △ 1,035

自転車等に関す
る総合計画の策

定

【新規】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　自転車の走行空間を整備し、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します。

自転車走
行空間の
整備

・特別区道43－670・690（神宮球場前）　延長：約390ｍ
・特別区道12－530（はごろも児童遊園エリア）　延長：約340ｍ
・特別区道36－130（早大通り：外苑東通～江戸川橋通り）　延長：約350ｍ

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５

特定財源 0

一般財源 15,000 一般財源 15,000 一般財源 0

６９

枝事業名 15,000 15,000 0

【新規】

特定財源 0 特定財源 0



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　路上に放置されている自動二輪車の対策を進めるため、空きスペースのある区営
駐輪場内に自動二輪車駐車場を整備するとともに、民間駐車場への受入要請を継
続的に行っていきます。

自転車等
の適正利
用の推進

　　・自動二輪車駐車場の整備
　　・違法駐車に対する啓発活動
　　・公募型民設民営方式による自動二輪車駐車場の整備

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　交通対策課交通企画係　　　電話（直通）５２７３－４２６５

特定財源 0

一般財源 108 一般財源 108 一般財源 0

７０④

枝事業名 108 108 0

自動二輪車の駐
車対策

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　放置自転車対策として撤去活動とともに整理指導員による声かけを実施し、
自転車利用の適正化と駐輪施設の利用向上を図ります。

自転車等
の適正利
用の推進

撤去活動と効率的な声かけ活動の実施
（鉄道30駅、2地域）

［みどり土木部］

【調整内容】
　整理指導業務委託の精査による減額　△6,383千円
　特定財源　諸収入を追加　10,260千円

【担当】
　　交通対策課自転車対策係　　　電話（直通）５２７３－３８９６

特定財源 10,260

一般財源 126,964 一般財源 143,607 一般財源 △ 16,643

７０③

枝事業名 137,224 143,607 △ 6,383

放置自転車の撤
去及び自転車適
正利用の啓発

特定財源 10,260 特定財源 0

計画事業名 　
　自転車適正利用の推進を図るため、駐輪場整備を実施します。
　また、放置自転車の減少を図るため、保管場所の拡充整備を行います。

自転車等
の適正利
用の推進

・ 駐輪場整備　西早稲田駅・中井駅
　　（民間活用) 新宿駅・都庁前駅
・保管場所拡充整備　　内藤町

［みどり土木部］

【調整内容】
　事務費等の精査による減額　△148千円

【担当】
　　交通対策課自転車対策係　　　電話（直通）５２７３－３８９６

特定財源 0

一般財源 76,642 一般財源 76,790 一般財源 △ 148

７０②

枝事業名 76,642 76,790 △ 148

駐輪場等の整備

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



　７　豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名  
　新宿区みどりの条例に基づき、民有地の大きな樹木、まとまった樹林、りっぱな生
垣等を、保護樹木、保護樹林、保護生垣に指定し、維持管理費の一部を助成する等
保全するための支援を行っていきます。

新宿らしい
みどりづく
り

・保護樹木、保護樹林、保護生垣の維持管理費の一部の助成
・保護樹木等維持管理委託
・保護樹木等移植費助成
・特別保護樹木制度
・保護樹林等の落葉回収処理
・保護樹木健全度調査   ※保護樹木、保護樹林及び保護生垣とは、樹木・樹林
及び生垣のうち、特にみどりの文化財として保護する必要があると認めるもの。

［みどり土木部］

【調整内容】
　保護樹木数等の増による増額　707千円

【担当】
　　みどり公園課みどりの係　　　電話（直通）５２７３－３９２４

特定財源 0

一般財源 14,548 一般財源 13,841 一般財源 707

７１②

枝事業名 14,548 13,841 707

樹木、樹林等の
保存支援

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名  
　全ての区有公共施設等を対象として実施した、屋上緑化、学校緑化、ビオトープ
（生き物の生息空間）の維持管理及び区立公園の立地や歴史に関連した植物を植
栽するなど新宿らしい特色ある緑化をすることにより、みどりや生き物に親しめる潤い
のある都市空間を形成します。また、民有地の建築物上の屋上や壁面を活用した緑
化を進めるため、助成や普及啓発を図っていきます。

新宿らしい
みどりづく
り

・既設公共施設緑化の維持管理
・既設ビオトープの維持管理
・花の名所の整備
・生き物調査
・屋上等緑化助成及び普及

［みどり土木部］

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△925千円

【担当】
　　みどり公園課みどりの係　　　電話（直通）５２７３－３９２４

特定財源 0

一般財源 16,829 一般財源 17,754 一般財源 △ 925

７１①

枝事業名 16,829 17,754 △ 925

新宿らしい都市
緑化の推進

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　新宿中央公園の魅力をより高め、誰もが足を運びたくなる公園にするため、「新宿
中央公園の魅力向上」のための計画を策定し、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進めます。

新宿中央
公園の魅
力向上

・(仮称)新宿中央公園魅力向上推進計画の策定に向けた調査、検討
　

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　みどり公園課公園計画係　　　電話（直通）５２７３－３９１５

特定財源 0

一般財源 10,850 一般財源 10,850 一般財源 0

７２

枝事業名 10,850 10,850 0

【新規】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　新宿のシンボルになる「りっぱな街路樹」のある道路空間（新宿グリーンシンボル
ロード）を目指し、道路整備事業等にあわせて緑量ある街路樹を整備します。

新宿らしい
みどりづく
り

・整備検討　2路線（補助第72号線Ⅰ期、新宿通り）
・整備促進　5路線（四谷駅前地区再開発周辺道路3路線、
　　　　　　　　　　　　大日本印刷開発周辺道路2路線）

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　道路課工事調整係　　　電話（直通）５２７３－３５７９

特定財源 0

一般財源 288 一般財源 288 一般財源 0

７１③

枝事業名 288 288 0

新宿りっぱな街
路樹運動

特定財源 0 特定財源 0



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

７３

枝事業名 68,128

【拡充】

特定財源 0

一般財源

68,128 0

特定財源 0 特定財源 0

68,128 一般財源 68,128 一般財源 0

計画事業名 　
　公園の整備にあたり、「魅力ある身近な公園づくり基本方針」を踏まえ、公園周辺の
住民との協働による計画案を作成し、再整備を行います。
　本事業は公園等の整備（改造案作成及び工事施工）を２か年で行います。本年度
は平成２７年度に地域住民との協働により作成した整備計画案に基づき、改修工事
を行います。

みんなで
考える身
近な公園
の整備

　対象公園 ： 1園　葛ヶ谷公園（面積1,009.62㎡）

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
     みどり公園課公園計画係　　　電話（直通）５２７３－３９１５

７４

枝事業名 3,888 3,888 0

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 3,888 一般財源 3,888 一般財源 0

計画事業名
　老朽化した公園トイレと公衆トイレを、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します。整備にあたっては、平成21年度に作成した「清潔できれ
いなトイレづくりのための指針」に基づき、計画的に整備を進めます。

清潔でき
れいなトイ
レづくり

清潔できれいな公園トイレづくり
　　設計委託　　公園トイレ2か所

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　みどり公園課公園計画係　　　電話（直通）５２７３－３９１５



　８　地球温暖化対策の推進

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

７５①

枝事業名 60,093 66,093 △ 6,000

区民省エネル
ギー意識の啓発

【拡充】

特定財源 1,000 特定財源 0 特定財源 1,000

一般財源 59,093 一般財源 66,093 一般財源 △ 7,000

計画事業名

地球温暖
化対策の
推進

［環境清掃部］

【調整内容】
　太陽光発電システム設置補助件数の精査による減額　△6,000千円
　特定財源　諸収入を追加　1,000千円

【担当】
　　環境対策課環境計画係　 　 　電話（直通）５２７３－３７６３

　区民一人ひとりの省エネルギーに対する意識向上を図るとともに、みどりのカーテ
ンの普及や省エネルギー機器の導入補助などを行います。区民が身近な省エネ行
動に取り組めるように支援することで、家庭部門の温室効果ガスの排出削減を図りま
す。

　
　・環境家計簿普及事業（区民に環境家計簿をつけてもらい、省エネの意識を啓発）
　・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）年1回開催
　・「みどりのカーテン」普及啓発
　・打ち水大作戦等の温暖化対策事業の実施
　・エコライフまつり（省エネ等普及啓発イベントを年1回開催）
　・新宿エコ隊普及事業
　・省エネルギー機器の設置補助
　　 ①太陽光発電システム設置(1kW当り100千円、限度額 300千円、60件）
　　 ②太陽熱給湯システム設置（本体価格の1/5、限度額300千円、2件）
　　 ③太陽熱温水器設置（本体価格の1/5、限度額100千円、2件）
　　 ④高効率給湯器設置（定額100千円、30件）
　　 ⑤家庭用燃料電池設置（定額100千円、70件）
　　 ⑥高反射率塗（上限額 300千円、30件）
　　 ⑦雨水利用設備設置（上限額 20千円、10件）
　　 ⑧断熱窓改修工事費（上限額100千円、10件）(新規)



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

［環境清掃部］

７５②

枝事業名 9,567

9,567 一般財源

計画事業名

0

事業者省エネ行
動の促進

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 9,567 一般財源 0

9,567

地球温暖
化対策の
推進

【担当】
　　環境対策課環境計画係　　　電話（直通）５２７３－３７６３

　
　環境マネジメントシステム認証取得補助や、省エネルギー診断及びその結果を踏
まえた適切な支援を行い、中小事業者の省エネの行動を促進・支援します。中小事
業者の省エネ等による環境経営を促すことで、業務部門の地球温暖化対策を推進し
ます。

　・エコ事業者連絡会　定例会年3回、見学会等　対象：約80団体
　・中小事業者向け省エネルギー対策支援（10件）(拡充)
　・環境マネジメントシステム支援（エコアクション21等認証取得助成、5件）(拡充)
　・環境経営コンテスト（エコワングランプリ）年1回開催
　・省エネ技術研修セミナー　年3回開催　対象：約100人
　・太陽光発電システム設置補助(限度額1,000千円、1件）
　・LED照明設置補助（限度額400千円、5件）(新規）

【調整内容】
　見積りのとおり

７５③

枝事業名 31,567 31,567 0

区が取り組む地
球温暖化対策

【拡充】

特定財源 1,000 特定財源 1,000

一般財源 30,567 一般財源 30,567

　
　長野県伊那市、群馬県沼田市、東京都あきる野市に開設した３つの「新宿の森」に
おいて森林整備を行うことにより、温室効果ガスである二酸化炭素（ＣＯ₂）の吸収を促
進し、区が排出するＣＯ₂と相殺するカーボンオフセット事業に取り組みます。また、区
有施設への太陽光発電設備の設置など、地球温暖化対策及びその見える化を推進
するとともに、普及啓発を図ることにより、区民や事業者の取組みを促進します。

　・カーボン・オフセット制度によるCO₂削減
　・伊那、沼田、あきる野の3か所の「新宿の森」における森林保全活動を通じた環境
　　体験学習とカーボンオフセット事業を通じた自治体間交流事業を実施します。
　・区有施設における「みどりのカーテン」普及事業
　・グリーン電力の購入　（区が使用する電力のうち100万kWhをグリーン電力化）
　・地球温暖化対策への取組みを促進するため、新エネ・省エネ機器等の導入や
　  地球温暖化対策に取り組んでいる学校等の施設に普及啓発用の掲示板や
　  シールを掲示するなど、取組みの見える化による普及啓発を行います。
　・第三次環境基本計画策定検討（新規）

一般財源 0

計画事業名

地球温暖
化対策の
推進

［環境清掃部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　環境対策課環境計画係　　　電話（直通）５２７３－３７６３

特定財源 0



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

７６

枝事業名 5,695 5,879 △ 184

特定財源 0

一般財源 5,695

特定財源 0 特定財源 0

一般財源 5,879 一般財源 △ 184

計画事業名 　
　区民一人ひとりが環境問題に関心を持ち、具体的な実践行動に結びつけられるよ
う、環境学習情報センターを核として、イベントの実施や様々な情報提供を通じて普
及啓発を行います。

　・環境保全のしおり（1,000部作成）
　・環境学習ガイド作成
　・エコチェックノート（エコ・チェックダイアリー）作成
　・みどりの小道環境日記事業
　・環境絵画展事業
　・夏休み親子体験教室（幼児・小学生と保護者20組）
　・エコリーダー養成講座（区民向け連続講座）

環境学習・
環境教育
の推進

［環境清掃部］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△184千円

【担当】
　　環境対策課環境計画係　　　電話（直通）５２７３－３７６３

７６

枝事業名 811 811 0

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 811 一般財源 811 一般財源 0

計画事業名 　
　学校での環境学習の取組みを広く発信するため環境学習発表会を実施するな
ど、学校における環境教育の着実な推進を図ります。

環境学習・
環境教育
の推進

　環境発表会　年1回開催
　・環境問題に関する講演
　・各学校の実践事例発表
  ・事業者取組みの紹介

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５４



　９　資源循環型社会の構築

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

７７①

枝事業名 897,605 900,841 △ 3,236

資源回収の推進

【拡充】

特定財源 129,192 特定財源 129,799 特定財源 △ 607

一般財源 768,413 一般財源 771,042 一般財源 △ 2,629

計画事業名 　
　資源回収を推進し、資源化率の向上に努めるとともに、使用済み小型電子機器回
収拠点を拡充するほか、水銀使用製品の適正な回収・処理に取り組みます。

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

・リサイクル活動団体への支援
　　回収量に応じ、回収団体に報奨金の支給及び活動支援物品の支給（台車）
　　集団回収540団体

・古紙の回収
　　週1回　資源・ごみ集積所回収（新聞・雑誌・段ボール・紙パック）
　　紙パック回収拠点26か所　　回収予定量　古紙6,558ｔ

・びん・缶の分別回収
　　週１回　資源・ごみ集積所回収
　　回収予定量　びん3,788ｔ　缶1,515ｔ

・ペットボトルの回収
　　週１回　資源・ごみ集積所回収
　　回収予定量　1,378ｔ

・乾電池の回収
　　週１回　資源・ごみ集積所回収
　　ボックス回収　66か所（区施設45か所　民間協力施設21か所）
　　回収予定量　62ｔ

・白色トレイの回収
　　回収拠点26か所（区施設）
　　回収予定量　1ｔ

・小型電子機器等の回収（拡充）
　　回収拠点７か所（環境清掃部関連施設）
　　28年度、各特別出張所に回収BOX設置予定
　　回収予定量　2ｔ

・蛍光灯等の回収（新規）
　金属・陶器・ガラスごみ排出時に蛍光灯等を別回収
　回収予定量　25ｔ

［環境清掃部］

【調整内容】
　事務費等の精査による減額　△3,236千円
　特定財源　諸収入を減額　△607千円

【担当】
　　新宿清掃事務所事業係　　　電話（直通）３９５０－２９６２



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

７７②

枝事業名 321,260 321,407

一般財源 315,630

△ 147

容器包装プラス
チックの資源回

収の推進

特定財源 5,632 特定財源 5,777 特定財源 △ 145

一般財源 315,628 一般財源 △ 2

計画事業名
　容器包装プラスチックの資源回収を実施し、資源のさらなる有効活用を図っていき
ます。

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

週1回　資源・ごみ集積所回収
回収予定量　1,759ｔ

［環境清掃部］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△147千円
　特定財源　諸収入を減額　△145千円

【担当】
　　新宿清掃事務所事業係　　　電話（直通）３９５０－２９６２

７７③

枝事業名 4,364 4,450 △ 86

ごみの発生抑制
の推進

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 4,364 一般財源 4,450 一般財源 △ 86

計画事業名
　ごみの発生抑制を基本としたごみの減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推進協議会を運営し、相互に理解を深めな
がら、レジ袋削減対策等ごみ発生抑制に関する取組みを推進していきます。

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

［環境清掃部］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△86千円

【担当】
　　ごみ減量リサイクル課ごみ減量計画係　　　電話（直通）５２７３－３３１８

　　　・　区民・事業者・区による３Ｒ推進協議会での実効性のある３Ｒ施策の検討
　　　・　ごみ発生抑制の取り組みとしての「新宿エコ自慢ポイント」の実施、
　　　　３Ｒ周知イベントの実施
　　　・　ごみ発生抑制に関するシンポジウムの実施

７７④

枝事業名 3,517 3,552 △ 35

事業系ごみの減
量推進

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 3,517 一般財源 3,552 一般財源 △ 35

計画事業名 　
　事業系ごみの減量及び再資源化を推進するため、事業用大規模建築物への立入
検査を行い、廃棄物管理責任者の選任や再利用計画書の提出を指導します。

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

　・延床面積3,000㎡以上の建築物への立入検査（200件）
　・延床面積1,000～3,000㎡未満の建築物への立入検査（150件）
　・廃棄物管理責任者講習会

［環境清掃部］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△35千円

【担当】
　　新宿清掃事務所事業系ごみ減量係　　　電話（直通）３９５０－３８１４



　１０　活力ある産業が芽吹くまちの実現

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

７８

枝事業名 10,302 10,307 △ 5

【新規】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 10,302 一般財源 10,307 一般財源 △ 5

計画事業名 　
　『（仮称）産業と観光展』を新宿観光振興協会と連携して開催し、新宿の産業や国
際観光都市としての新宿の魅力を国内外に発信します。優れた技術・技能を持つ方
を認定した「新宿ものづくりマイスター」など、新宿のものづくり産業も効果的に発信し
ていきます。また、ビジネス交流会や商談会を開催することで、中小企業等の新たな
ビジネスチャンスを支援します。観光と一体となった産業振興を推進することで、地域
産業力を育み、持続的な地域経済の活性化を図ります。

観光と一
体となった
産業の創
造・連携・
発信

・『（仮称）産業と観光展』
　　実施回数：年1回（2日間）
　　開催会場：新宿駅西口広場イベントコーナー（予定）
・販売力強化セミナー
　　実施回数：年1回　　対象：区内中小企業者等
・ビジネス交流会
　　実施回数：年5回　　対象：区内外中小企業者等
・商談会
　　実施回数：年1回　　対象：区内外中小企業者
・新宿ものづくりマイスター認定
　　認定者数：年3名程度
　　対象：区内ものづくり産業の同一業者に10年以上勤め、後進の指導をし、
　　　　   優れた技術・技能を持つ方

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　事務費等の精査による減額　△5千円

【担当】
　　産業振興課産業振興係　　　電話（直通）３３４４－０７０１

７９

枝事業名 27,387 27,261 126

特定財源 4,320 特定財源 4,320 特定財源 0

一般財源 23,067 一般財源 22,941 一般財源 126

計画事業名 　
　区内産業の活性化を図るため、新宿区内の意欲ある創業者へのオフィススペース
の提供や、区内で創業、新産業の創出、経営改革を目指す方への専門家による育
成支援を行います。また、区内のオフィス物件や商店街の空き店舗情報の提供、区
内での創業事例を発信するなど区内創業の実現・定着を図っていきます。

高田馬場
創業支援
センターに
よる事業
の推進

（施設概要）
所在地：新宿区高田馬場一丁目32番10号
敷地面積：269.29㎡／延床面積：603.52㎡
建物構造：鉄筋コンクリート造り　地上3階・地下1階建て
（施設内容）
地上1階：会議室兼商談室(37.8㎡)、個室オフィス(約6㎡×2室)
地上2階：シェアードオフィス(10席：49.3㎡)、交流スペース(16.6㎡)、相談室、
　　　　　　資料スペース

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　指定管理委託料を増額　126千円

【担当】
　　産業振興課産業振興係　　　電話（直通）３３４４－０７０１



　１１　魅力ある商店街の活性化に向けた支援

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名
　商店会、商店主向けの情報誌を発行し、商店経営・商店街活動の参考となる情報
を提供することにより、商店街の魅力づくりを推進するとともに、新たな商店街振興施
策について検討します。

商店街の
魅力づくり
の推進

　・各号発行部数　　　6,000部
　・送付先内訳　　    ①商店会加盟店4,300部、②同業組合等1,300部、
　　　　　　　　　　　     ③区施設等での配布400部
　・発行時期　　　     ①第1号 平成28年10月発行、
　　　　　　　　　　　     ②第2号　平成29年1月発行

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　産業振興課産業振興係　　　電話（直通）３３４４－０７０１

特定財源 0

一般財源 5,687 一般財源 5,687 一般財源 0

８１

枝事業名 5,687 5,687 0

【新規】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　区内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事業
や、地域の安全安心など商店街の魅力を高めるための街路灯の設置・改修等の施
設整備事業に対して、必要な費用の助成を行い支援することで、商店街の活性化に
向けて取組みます。

にぎわいと
魅力あふ
れる商店
街支援

事業への助成金
　　対象：区内商店会等
　　助成率及び限度額
　　（1）活性化事業（支援予定件数：9件）
　　　東京都　1/3　区　1/3　商店会負担　1/3
　　　新宿区商店会連合会が行う組織力強化事業は、東京都7/12　区1/3
    　連合会負担1/12
　　　助成限度額：1商店会等につき20,000千円を限度
　　（2）無料公衆無線LAN環境「新宿フリーWi-Fi」の設置助成（6基）
　　　東京都　1/2　区　1/2（上乗せ補助1/6含む）
　　（3）イベント事業（支援予定件数：100件）
　　　（1商店会等あたり2事業まで。ただし、共催事業を含む場合は3事業まで）
　　　①補助対象経費　100万円超　　 東京都　1/3　区　1/3　商店会負担　1/3
　　　②補助対象経費　100万円以下　東京都　1/2　区　1/6　商店会負担　1/3
        助成限度額：1商店会等につき2,666千円まで
    ただし、新宿区商店会連合会が主催する事業については6,000千円を限度

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　無料公衆無線LAN環境「新宿フリーＷｉ-Ｆｉ」の設置助成を追加　9,874千円
　特定財源　都支出金を増額　4,937千円

【担当】
　　産業振興課産業振興係　　　電話（直通）３３４４－０７０１

特定財源 4,937

一般財源 63,801 一般財源 58,864 一般財源 4,937

71,136８０

枝事業名 139,874 130,000 9,874

【拡充】

特定財源 76,073 特定財源



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

８２

枝事業名 39,000 39,000 0

特定財源 16,667 特定財源 16,667 特定財源 0

一般財源 22,333 一般財源 22,333 一般財源 0

計画事業名 　
　商店会等が実施するLED街路灯の新設やLEDランプ交換等の環境対策への取組
みに対して、必要な費用の助成を行い支援することで、環境に配慮した商店街づくり
を推進します。

環境に配
慮した商店
街づくりの
推進

事業への助成金（支援予定件数：9件）
　　対象：区内商店会等
　　助成率及び限度額
　　（1）「東京都新・元気を出せ！商店街支援事業」を活用する場合
　　　　東京都　1/3　区　7/15　商店会負担　1/5
　　（2）「東京都環境対応型商店街活性化事業」を活用する場合
　　　　東京都　2/3　区　2/15　商店会負担　1/5
　　（3）「東京都特定施策推進型商店街事業」を活用する場合
　　　　東京都　4/5　区1/10　商店会負担1/10
　　　助成限度額：1商店街につき20,000千円を限度

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　産業振興課産業振興係　　　電話（直通）３３４４－０７０１

８３

枝事業名 8,693 10,748 △ 2,055

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 8,693 一般財源 10,748 一般財源 △ 2,055

計画事業名 　
　空き店舗を活用して創業する事業者及び空き店舗を改修して新たに貸出をする店
舗オーナーに対する融資を行うことで、商店街に新たな事業者を誘致し、商店街の
活力の維持や区内における創業支援を図ります。

商店街空
き店舗活
用支援

　・対象
　（１）新宿区中小企業向け制度融資、創業資金(商店会加入)の条件に該当し、
　　　 商店街にある空き店舗で創業する事業者
　　　　(創業してから5年未満の事業者を含みます。)
　（２）新宿区中小企業向け制度融資を利用できる中小企業者で、商店街にある
       空き店舗のオーナー
　     ※「空き店舗」とは区内の商店街にある１か月以上商業活動を行っていな
          い店舗・事務所のことです。

　・支援内容（融資件数：10件）
  　貸付限度額…2,000万円
　　貸付期間…8年以内(据置期間12か月)
　　金利…2.1％以下　全額利子補給
　　信用保証料補助額…支払った信用保証料の全額

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　融資実績の精査による減額　△2,055千円

【担当】
　　産業振興課産業振興係　　　電話（直通）３３４４－０７０１



　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いの創造

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

８４

枝事業名 391,119 392,740 △ 1,621

【拡充】

特定財源 291,198 特定財源 291,151 特定財源 47

一般財源 99,921 一般財源 101,589 一般財源 △ 1,668

計画事業名 　
　夏目漱石生誕150周年にあたる29年9月の開館に向けて、漱石が晩年を過ごした
「漱石山房」の書斎などの一部復元を含む（仮称）「漱石山房」記念館の整備を進め
ます。

（仮称）「漱
石山房」記
念館の整
備

・記念館建設工事
・記念館展示制作委託
・イベント、感想文及び絵画コンクールの開催等

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　展示制作委託料の精査による減額　△1,532千円
　基金積立金を増額　47千円
　事務費等の精査による減額　△136千円
　特定財源　財産収入を増額　47千円

【担当】
　　文化観光課文化資源係　　　電話（直通）５２７３－４１２６

８６①

枝事業名 11,477 11,477 0

文化体験プログ
ラムの展開

【拡充】

特定財源 100 特定財源 100 特定財源 0

一般財源 11,377 一般財源 11,377 一般財源 0

計画事業名 　
　区民の自主的な文化・芸術活動を活発化し、地域文化の活性化を図るため、区内
で活動する文化芸術団体などと協働し、区民が低廉で気軽に文化芸術体験ができ
る「文化体験プログラム」を実施します。

文化の創
造と発信

・対象：　区民（各種目10～30名程度を募集）
・開催期間：　通年(春期、夏期、秋期)
・実施プログラム数、種別、内容の更なる拡充
・開催種目数等：　年間18種目以上　各種目1～3日間開催
・開催場所：　区内各所(地域センター、芸能花伝舎ほか)

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　文化観光課文化観光係　　　電話（直通）５２７３－４０６９



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

８６②

枝事業名 17,821 15,639 2,182

新宿フィールド
ミュージアムの展

開

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 17,821 一般財源 15,639 一般財源 2,182

計画事業名 　
　10月から11月を文化月間として設定し、区民・文化芸術団体・学校・企業・財団・区
等、多様な実施主体により、「来て・見て・楽しい 新宿フィールドミュージアム協議会」
を組織し、文化芸術イベントを通して、新宿のまちの魅力を創造・発信します。
　文化財・博物館・美術館等、豊富な歴史文化遺産等を活用して、新宿の魅力を掘り
起こします。

文化の創
造と発信

・新宿フィールドミュージアム協議会の開催（年3回程度）
・新宿フィールドミュージアムのガイドブック等の発行
・70団体120を超える事業を通じた参加団体相互の連携強化
・観光マップの発行、更なる多言語化　　5地区・5言語6種別（拡充）
　　（日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語に、中国語(繁体字)・タイ語を追加）
・地図データ、版の更新及び作成部数の増刷　38万部（拡充）

［文化観光産業部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　催事等委託料を増額　2,700千円
　地図データ等の更新等に要する経費の精査による減額　△478千円
　事務費等の精査による減額　△40千円

【担当】
　　文化観光課文化観光係　　　電話（直通）５２７３－４０６９

８７

枝事業名 21,050 21,050 0

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 21,050 一般財源 21,050 一般財源 0

計画事業名 　
　地域の拠点となる文化施設や公園、繁華街周辺において、まちの散策を楽しむこと
ができるよう、地域の自然や既存施設の景観ストックを活用した道路整備を実施しま
す。そこに暮らす人々が地域に愛着をもち、誇れる街並みとなるような道路景観の整
備を行います。

文化の薫
る道づくり

　(仮称)「漱石山房」記念館周辺道路工事

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５



　１３　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

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　区民の知の拠点として、デジタル化資料を含めた図書館資料の充実を図り、区民
や 地域の課題解決を支援するとともに、情報発信機能を強化します。
　また、利用者の利用機会の充実を図るため、区立図書館の月曜日の一斉休館日を
見直し、一部の区立図書館の休館日を変更します。

図書館
サービス
の充実（区
民にやさし
い知の拠
点）

・新宿区ゆかりの人物等データベースの充実（拡充）
・レファレンス ツールの充実
　※レファレンスとは、必要な資料や情報を、必要な人に的確に
　　案内するサービスです。
・図書館利用・検索等情報リテラシー向上支援
・ホームページの充実
・四谷図書館　休館日の変更（拡充）

［教育委員会］

【調整内容】
　指定管理委託料等を増額　193千円

【担当】
　　中央図書館資料係・管理係　　　電話（直通）３３６４－１４２１

特定財源 0

一般財源 6,887 一般財源 6,694 一般財源 193

８８

枝事業名 6,887 6,694 193

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　読み聞かせ講習会の実施や工作会、映画会、人形劇等の子ども向け行事を実施
し、子どもの読書活動に関する啓発を行うことで、子どもが自主的に読書活動を行う
ことができるように読書環境を整備します。

子ども読書
活動の推
進

・団体貸出用児童図書の充実　年間購入冊数4,000冊
・学校図書館との連携　配本車による区立図書館資料の活用
・子ども読書リーダー講座等の開催
・「子ども読書の日」の普及啓発
・第四次新宿区子ども読書活動推進計画等作成　計画書1,200部等（新規）

［教育委員会］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△9千円

【担当】
　　中央図書館こども図書館　　　電話（直通）３３６４－１４２１

特定財源 0

一般財源 10,697 一般財源 10,706 一般財源 △ 9

８９

枝事業名 10,697 10,706 △ 9

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　「新宿区スポーツ環境整備方針」の基本理念を持続的に推進していくため、区のス
ポーツ環境を支える団体等との連携強化を図ります。また、スポーツを楽しむ場や機
会を提供し、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成を図って
いきます。

スポーツ環
境の整備

・スポーツの普及啓発
・スポーツ体験支援
・2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成（新規）

［地域振興部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　特定財源　都支出金を増額　16千円

【担当】
　　生涯学習コミュニティ課生涯学習コミュニティ係　　　電話（直通）５２７３－４１２７

特定財源 16

一般財源 5,967 一般財源 5,983 一般財源 △ 16

９２①

枝事業名 7,579 7,579 0

スポーツコミュニ
ティの推進

【拡充】

特定財源 1,612 特定財源 1,596

計画事業名 　
　新宿区緊急震災対策により移転した中央図書館の跡地に、下落合図書館を開設し
ます。

地域図書
館の整備
（落合地
域）

施設概要（名　称）下落合図書館
　　　　　　（所在地）新宿区下落合一丁目9番8号
　　　　　　（構　造）鉄筋コンクリート造
　　　　　　（延床面積）1,091㎡
スケジュール
　　平成25年度　 　 実施設計
　　平成26年度～　 建設工事
　　平成29年3月　　 開設予定

［教育委員会］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△1千円
　特定財源　義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金繰入金を追加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119,833千円

【担当】
　　中央図書館管理係　　　電話（直通）３３６４－１４２１

特定財源 119,833

一般財源 115,544 一般財源 235,378 一般財源 △ 119,834

９１

枝事業名 593,377 593,378 △ 1

【拡充】

特定財源 477,833 特定財源 358,000



　１４　多文化共生のまちづくりの推進

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　外国人や日本人の地域住民・ボランティア・活動団体等によるネットワークを構築す
る「新宿区多文化共生連絡会」の運営、外国人と日本人が共に区政に参画する「新
宿区多文化共生まちづくり会議」の運営を通じ、多文化共生のまちづくりを推進しま
す。

多文化共
生のまち
づくりの推
進

・新宿区多文化共生まちづくり会議開催：6回
・新宿区多文化共生連絡会：6回
・外国語版ＳＮＳの運営（新規）
　日本語、英語、中国語、韓国語の4言語で毎月10回更新
　※ＳＮＳとは、登録した利用者が、交流することができるインターネットを利用し
　　たサービスのことです。

［地域振興部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　事務費等の精査による減額　△120千円

【担当】
　　多文化共生推進課多文化共生推進係　　　電話（直通）５２７３－３５０４

特定財源 0

一般財源 6,318 一般財源 6,438 一般財源 △ 120

９３

枝事業名 6,318 6,438 △ 120

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



　１５　平和都市の推進

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名 　
　平和のポスターを募集し、作品展を開催します。

平和啓発
事業の推
進

　・対象：小学4年～中学3年
　・作品展：区役所本庁舎1階ロビー
　　　入賞者の作品を展示（最優秀賞・優秀賞・優良賞）
　・特別出張所展示：各特別出張所
　　　地域の子どもたちの入賞作品を展示
　・規模：年1回

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５４

特定財源 0

一般財源 464 一般財源 464 一般財源 0

９４

枝事業名 464 464 0

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　多くの区民、特に次代を担う若い人たちに、戦争の悲惨さと平和の大切さを伝える
ため、平和展、親と子の平和派遣、「新宿区平和派遣の会」との協働事業を行いま
す。

平和啓発
事業の推
進

・平和展等
　　平和展（新宿歴史博物館、本庁舎ロビー、各特別出張所）、
　　平和映画会  1回、平和コンサート　1回　（新宿歴史博物館）、
　　語り部派遣　5回
・親と子の平和派遣
　　区民の親と子（小学4年～中学3年）7組14名
　　長崎市（平成28年8月8日～10日）
・平和派遣者との協働事業
　　平和派遣報告会　1回、平和マップウォーキング　1回、
　　平和講演会　1回、すいとんの会　1回

［総務部］

【調整内容】
　旅費等の精査による減額　△49千円

【担当】
　　総務課総務係　　　電話（直通）５２７３－３５０５

特定財源 0

一般財源 5,512 一般財源 5,561 一般財源 △ 49

９４

枝事業名 5,512 5,561 △ 49

特定財源 0 特定財源 0



　１　効果的・効率的な行財政運営

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

計画事業名

90,502 △ 3,276

特定財源 0

一般財源 一般財源 6,286

特定財源 00９６

計画事業名

行政評価
制度の推
進

【調整内容】
　事務費等の精査による減額　△25千円

・内部評価等
　　「内部評価実施結果報告書」の作成等
　　「内部評価と外部評価結果を踏まえた区の取組について」の作成等
・外部評価
　　外部評価委員会開催　　20回
　　　　委員　学識経験者3名
                   区民・区内各種団体構成員12名
　　「外部評価実施結果報告書」の作成等

一般財源 87,226 一般財源 90,502 一般財源 △ 3,276

全庁情報
システムの
統合推進

・個別業務システム統合（11システム）
・統合基盤運用管理（ＳＥ運用支援、機器保守等）

［総合政策部］

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△3,276千円

【担当】
　　情報政策課　　　電話（直通）５２７３－３５０３

△ 25

特定財源 0 特定財源 0

【担当】
　　行政管理課　　　電話（直通）５２７３－４２４５

一般財源 △ 25

　区が行う施策や事業が区民や地域社会にもたらす成果や実態を客観的に評価し、
評価結果を区の政策形成の基礎とすることを目的に、行政評価を実施します。評価
にあたっては、区が行う内部評価に加え、外部評価のしくみを取り入れ、客観性・透
明性の高い評価を行います。

6,261

枝事業名

枝事業名 87,226

特定財源

　
　情報システムの最適な運用管理を可能とするための情報基盤及び情報システム統
合のための標準仕様を活用し、個別業務システムの整理・統合を進めます。

［総合政策部］

6,261

Ⅳ　健全な区財政の確立

９５ 0特定財源

6,286



　２　資産（建築物）の長寿命化

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

（工事）
  四谷地域センター
　牛込箪笥地域センター
　柏木地域センター
　角筈地域センター
　生涯学習館
　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

（設計委託）
　牛込箪笥地域センター

36,892
26,028
39,550

111,537
20,399
25,234

121,548

　
5,848

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

千円

中長期修
繕計画に
基づく施設
の維持保
全

［地域振興部］
（㉗地域文化部）

【調整内容】
　工事費及び設計委託料を計上　387,036千円
　特定財源　社会資本等整備基金繰入金を計上　111,537千円
　特定財源　諸収入を計上　12,809千円

【担当】
　　地域調整課管理係　　　電話（直通）５２７３－３５１９
　　生涯学習コミュニティ課生涯学習コミュニティ係　　　電話（直通）５２７３－４１２７

中長期修
繕計画に
基づく施設
の維持保
全

［福祉部］

特定財源 0

一般財源 62,861 一般財源 一般財源 62,861

（工事）
　社会福祉協議会　　外壁改修工事　　　　　26,728千円
　あゆみの家　　　　　 屋上防水改修工事　　18,899千円
　細工町高齢者在宅サービスセンター　　冷暖房設備改修工事　　17,234千円

９７

計画事業名

0 特定財源

特定財源 124,346

一般財源 262,690 一般財源 一般財源 262,690

９７

枝事業名 387,036 0 387,036

【拡充】

特定財源 124,346 特定財源

計画事業名

枝事業名 62,861 0 62,861

【拡充】

特定財源

【担当】
　地域福祉課福祉計画係　　　電話（直通）５２７３－３５１７
  地域福祉課福祉施設係　　　電話（直通）５２７３－４１７１

【調整内容】
　工事費を計上　62,861千円

　
　既存施設の長寿命化を図るため、「予防保全」の考え方にたった中長期修繕計画
に基づき、適切な修繕を行い、修繕経費を削減します。

　
　既存施設の長寿命化を図るため、「予防保全」の考え方にたった中長期修繕計画
に基づき、適切な修繕を行い、修繕経費を削減します。

積算中

積算中



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

47,632
      2,304
 206,324
 18,352

6,070
19,467

千円
千円
千円
千円
千円
千円

・教育センター
・小学校

・中学校
・区外学習施設
・図書館

工事
設計：1校
工事：6校
工事：１校
設計
工事

　
　既存施設の長寿命化を図るため、「予防保全」の考え方にたった中長期修繕計画
に基づき、適切な修繕を行い、修繕経費を削減します。

（工事）
　牛込保健センター　　吸収冷温水機整備工事　　　　　7,311千円

特定財源 特定財源 0

一般財源 7,311 一般財源 7,311

計画事業名
既存施設の長寿命化を図るため、「予防保全」の考え方にたった中長期修繕計画
に基づき、適切な修繕を行い修繕経費を削減します。

中長期修
繕計画に
基づく施設
の維持保
全

９７

枝事業名 7,311 0

一般財源

計画事業名

中長期修
繕計画に
基づく施設
の維持保
全

【担当】
　学校運営課教育施設係　　　　　電話（直通）５２７３－３１０６
　教育支援課教育活動支援係　　電話（直通）３２３２－１０５８
　中央図書館管理係　　　　　　　　電話（直通）３３６４－１４２１

［健康部］

【調整内容】
　工事費を計上　7,311千円

【担当】
　牛込保健センター業務係　　　電話（直通）３２６０－６２３１

９７

枝事業名 300,149 0 300,149

【拡充】

特定財源 140,009 特定財源

［教育委員会］

【調整内容】
　工事費及び設計委託料を計上　300,149千円
　特定財源　国庫支出金を計上　  19,377千円
　特定財源　義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金繰入金を計上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120,632千円

【拡充】

特定財源 0

140,009

一般財源 160,140 一般財源 一般財源 160,140

特定財源

7,311

積算中

積算中



　３　公共施設の有効活用

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

14,527

特定財源 0

一般財源 14,527

・（仮称）新宿区区有施設のあり方検討有識者会議の設置
　　　委員構成：学識経験者 4名
　　　開催回数：3回
・計画策定業務委託
・シンポジウム等開催　2回

９８

枝事業名 14,527 0

【新規】

特定財源 0 特定財源

一般財源 14,527 一般財源

計画事業名 　
　新宿区施設白書（平成２７年度作成）に基づき、区有施設の現況を踏まえた施設の
あり方の検討を行います。この結果を受けて、効果的かつ効率的な公共施設マネジ
メントの基本的な方針を示す「公共施設等総合管理計画」を策定し、区有施設のマネ
ジメントの強化を図ります。

区有施設
のあり方の
検討

［総合政策部］

【調整内容】
　区有施設のあり方の検討に係る事業費を計上　14,527千円

【担当】
　　企画政策課　　　電話（直通）５２７３－３５０２

９９

枝事業名 733,824 734,167 △ 343

【拡充】

特定財源 694,825 特定財源 534,000 特定財源 160,825

一般財源 38,999 一般財源 200,167 一般財源 △ 161,168

計画事業名 　
　　新宿区緊急震災対策により移転した中央図書館の跡地に、西部工事・公園事務
所を再設置します。

庁舎の整
備（西部工
事・公園事
務所）

施設概要（名　称）西部工事・公園事務所
　　　　　　（所在地）新宿区下落合一丁目9番8号
　　　　　　（構　造）鉄筋コンクリート造
　　　　　　（延床面積）1,542㎡

スケジュール
　　平成25年度　 　 基本・詳細設計
　　平成26年度～　 建設工事
　　平成29年3月　   開設予定

［みどり土木部］

【調整内容】
　備品購入費の精査による減額　△343千円
　特定財源　社会資本等整備基金繰入金を追加　160,825千円

【担当】
　　土木管理課管理係　　　電話（直通）５２７３－３５２９

積算中



予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

9,709

１００

枝事業名 14,564 - 14,564

【拡充】

特定財源 0 特定財源 - 特定財源 0

一般財源 14,564 一般財源 - 一般財源 14,564

計画事業名 　
　薬王寺児童館合築施設の改修に合わせ、待機児童解消対策として施設内に私立
認可保育所のためのスペースを整備します。

薬王寺児
童館等合
築施設の
機能拡充

一般財源 - 一般財源 9,709

計画事業名 　
　建物のバリアフリー対応として、段差解消工事やエレベーター設置、誰でもトイレ設
置等を行い、施設を利用する乳幼児親子や高齢者等の利便性向上を図ります。
　また、改修工事に併せて、薬王寺ことぶき館を、従来の地域交流館に新たな機能を
付加し、健康寿命の延伸に向けた体力向上の取組み等を実施する施設に機能転換
します。

［子ども家庭部］

【調整内容】
　設計委託料を計上　14,564千円

【担当】
　　子ども家庭課事業計画係　　　電話（直通）５２７３－４１６２
　　子ども総合センター児童館運営係　　　電話（直通）５２７３－４５４４

・私立保育所整備　 　設計委託料　8,010千円
・児童館の設備整備　設計委託料　6,554千円

薬王寺児
童館等合
築施設の
機能拡充

・ことぶき館の設備整備　設計委託料　9,709千円

［福祉部］

【調整内容】
　設計委託料を計上　9,709千円

【担当】
　　高齢者福祉課高齢者事業係　　　電話（直通）５２７３－４５６７

１００

枝事業名 9,709 - 9,709

【拡充】

特定財源 0 特定財源 - 特定財源 0

一般財源



　１　窓口サービスの充実（該当する計画事業なし）

　２　職員の能力開発、意識改革の推進

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

予算額 千円 見積額 千円 調整額 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

［総務部］

18,442

Ⅴ　好感度１番の区役所

１０１ 0特定財源

18,590

一般財源 一般財源

【担当】
　　人材育成等担当課　　　電話（直通）５２７３－４０８５

一般財源 △ 148

　
　実務を遂行するうえで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、区民と協働し、職場や仕事を改善する職員を育成します。
　

18,442

△ 148

特定財源 0 特定財源 0

17,545 一般財源 △ 1,043

区民の視
点に立ち
自治の実
現に努め
る職員の
育成

17,555 △ 1,043

特定財源 10

【調整内容】
　事務費等の精査による減額　△148千円

・区研修（職場外研修）及び自己啓発支援
　　能力開発目標に応じて研修を選択できるステージ型選択研修
　　必ず身につけておくべき知識・技能を学ぶ基本研修
　　自己啓発支援
　　　　資質向上講座受講助成　30件
　　　　自主研究グループ助成　 2件　等
・ＯＪＴ（職場研修）支援
　　仕事のための基礎知識改訂版の印刷及び活用
・専門機関による窓口応対調査の実施（新規）

計画事業名

【拡充】

18,590

枝事業名

１０２

枝事業名 16,512

特定財源 10

計画事業名

新宿自治
創造研究
所の運営
による政策
形成能力
の向上

・研究成果に係る研究所レポートの作成
・区民等を対象とした「新宿区自治フォーラム2017」の開催（年度末、1回）
・職員を対象とした講演会・講座の開催（4回）

　区の施策・事業の基礎となる「人口・世帯」にかかる調査研究を行います。

　・新宿区の魅力の研究
　・国勢調査（2015年）結果による新宿区の特徴（１）－人口等基本集計結果から－
　・施策立案のための統計データの活用

　研究内容は研究所レポート、区民向けフォーラム、ホームページ等で情報発信しま
す。

特定財源 0

一般財源 16,502 一般財源

[新宿自治創造研
究所担当部]

【調整内容】
　アンケート調査委託料等の精査による減額　△1,057千円
　非常勤職員の報酬単価の改定による増額　14千円

【担当】
　　新宿自治創造研究所担当課　　　電話（直通）５２７３－４２５２


