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◆　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の充実

1① 7,461 千円

1② 2,262 千円

1③ 1,813 千円

2 高齢期の健康づくりと介護予防の推進 31,033 千円

3① 生活習慣病の予防（糖尿病予防対策の推進） 2,204 千円

4 21,829 千円

5 こころの健康づくり 5,314 千円

6 乳幼児から始める歯と口の健康づくり 30,774 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推進

7 高齢者総合相談センターの機能の充実 504,900 千円

8 30,692 千円

9 91,711 千円

10 19,376 千円

11① 402,574 千円

11② 140,181 千円

11③ 28,482 千円

12 54,016 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

14 25,097 千円

15 9,359 千円

４　安心できる子育て環境の整備

16 1,462,319 千円

17 1,662,274 千円

18 357,862 千円

19 1,380 千円

20 138,910 千円

21① 52,705 千円

22 584 千円

23① 22,642 千円

23② 220 千円

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

着実な保育所待機児童対策等の推進

放課後の居場所の充実

（予算額）

気軽に健康づくりに取り組める環境整備（健康ポイント事業）

女性の健康支援

在宅医療・介護連携ネットワークの推進

「地域の活力」を生かした高齢者を支えるしくみづくり

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（地域密着型サービスの整備）

障害を理由とする差別の解消の推進

気軽に健康づくりに取り組める環境整備（健康な食生活へのサポート）

気軽に健康づくりに取り組める環境整備（ウォーキングの推進）

「地域支え合い活動」の推進

区立障害者福祉施設の機能の充実

地域における子育て支援サービスの推進

子どもから若者までの切れ目のない支援の充実

発達に心配のある児童への支援の充実

児童相談所移管準備（児童相談体制の充実・強化）

子どもの貧困の連鎖を防止するための取組

妊娠期からの子育て支援（出産・子育て応援事業）

児童相談所移管準備（児童相談所の整備）

第一次実行計画事業
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◆　Ⅰ　暮らしやすさ１番の新宿

５　未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす教育の充実

24① 170,651 千円

24② 8,818 千円

24③ 35,882 千円

25① 111,414 千円

25② 8,256 千円

25③ 59,552 千円

25④ 1,546 千円

25⑤ 58,051 千円

26 103,957 千円

28 386,272 千円

29 57,888 千円

30 78,536 千円

31 24,477 千円

32① 10,719 千円

32② 9,540 千円

32③ 14,796 千円

32④ 4,056 千円

33① 165 千円

33② 39,744 千円

33③ 3,199 千円

６　セーフティネットの整備充実

35① 24,622 千円

35② 12,364 千円

35③ 22,063 千円

36① 26,137 千円

36② 37,949 千円

37 60,155 千円

７　女性や若者が活躍できる地域づくりの推進

38① 6,549 千円

39 1,509 千円

40 6,979 千円

41 3,517 千円

８　地域の課題を共有し、ともに考え、地域の実情に合ったまちづくりの推進

42 3,909 千円

43 17,463 千円

９　地域での生活を支える取組の推進

44 68,222 千円

45 277,842 千円

46 1,509 千円

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした教育の推進（伝統文化理解教育の推進）

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした教育の推進（スポーツギネス新宿の推進）

国際理解教育及び英語教育の推進
（コミュニケーション能力を高め国際理解を深める英語教育の推進）

国際理解教育及び英語教育の推進（ＩＣＴを活用した英語教育の推進）

国際理解教育及び英語教育の推進（英検チャレンジ）

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

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

若者の区政参加の促進

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした教育の推進（障害者理解教育の推進）

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））

生活保護受給者の自立支援の推進（就労支援の充実）

高齢者や障害者等の住まい安定確保

学校の教育力強化への支援（学校評価の充実）

学校の教育力強化への支援（学校支援体制の充実）

学校の教育力強化への支援（創意工夫ある教育活動の推進）

学校図書館の充実

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を活用した教育の充実

地域協働学校（コミュニティ・スクール）の充実

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした教育の推進（英語キャンプの実施）

一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育の推進（特別支援教育の推進）

一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育の推進（中学校への特別支援教室の開設）

一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育の推進（日本語サポート指導）

一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育の推進（児童・生徒の不登校対策）

一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育の推進（専門人材を活用した教育相談体制の充実）

町会・自治会活性化への支援

多様な主体との協働の推進

成年後見制度の利用促進

だれもが地域でいきいきと暮らせるための就労支援の推進
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◆　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

47① 1,167,469 千円

47② 17,559 千円

48① 284,504 千円

48② 3,379 千円

48③ 89,841 千円

49① 1,662,348 千円

49② 102,084 千円

49③ 110,084 千円

49④ 175 千円

50 368,734 千円

51 561,163 千円

52① 46,306 千円

52② 91,022 千円

52③ 75,610 千円

53 23,760 千円

２　災害に強い体制づくり

54 ―

55 4,320 千円

56 3,584 千円

57 78,715 千円

58 19,434 千円

59 1,728 千円

３　暮らしやすい安全で安心なまちの実現

60 5,876 千円

61 56,408 千円

62 3,987 千円

63 98,928 千円

64 17,968 千円

65 2,850 千円

道路・公園の防災性の向上（道路・公園におけるバッテリー内蔵型LED灯の整備）

災害医療体制の充実

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・がけの安全化の総合的な支援）

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））

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

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

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）

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（市街地再開発事業助成（西新宿五丁目中央南地区））

新型インフルエンザ等対策の推進

路上喫煙対策の推進

アスベスト対策

マンションの適正な維持管理及び再生への支援

多様な主体との連携による多世代への防災意識の普及啓発

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

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

安全安心推進活動の強化

客引き行為防止等の防犯活動強化
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◆　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

66① 11,370 千円

66② 332,980 千円

66③ 10,994 千円

66③ 96,285 千円

66④ 27,257 千円

66⑤ 5,000 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

67① 24,792 千円

67② 41,747 千円

67② 29,507 千円

67③ 8,731 千円

67③ 998 千円

３　地域特性を活かした都市空間づくり

68 60,787 千円

69 15,039 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

70 6,269 千円

５　道路環境の整備

71① 311,399 千円

71② 16,950 千円

72① 27,885 千円

72② 7,299 千円

72③ 90,315 千円

73① 244,196 千円

73② 187,224 千円

６　交通環境の整備

74 205,268 千円

75① 19,781 千円

75② 138,210 千円

75③ 108 千円

75④ 99,834 千円

76 277,720 千円

新宿駅周辺地区の整備推進（新宿駅直近地区のまちづくり）

歌舞伎町地区のまちづくり推進
（クリーン作戦プロジェクトの推進（安全・安心対策と環境美化））（環境清掃部）

新宿駅周辺地区の整備推進（新宿駅東口広場等の緊急整備）（都市計画部）

新宿駅周辺地区の整備推進（新宿駅東口広場等の緊急整備）（みどり土木部）

歌舞伎町地区のまちづくり推進
（クリーン作戦プロジェクトの推進（安全・安心対策と環境美化））（みどり土木部）

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

新宿駅周辺地区の整備推進（新宿駅東西自由通路の整備）

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（靖国通り地下通路延伸に向けた支援）

歌舞伎町地区のまちづくり推進
（地域活性化プロジェクトの推進（賑わいづくりと新たな文化の創造・発信））

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（高齢者にやさしい道づくり）

歌舞伎町地区のまちづくり推進
（まちづくりプロジェクトの推進（健全で魅力あふれるまちづくり））（都市計画部）

歌舞伎町地区のまちづくり推進
（まちづくりプロジェクトの推進（健全で魅力あふれるまちづくり））（みどり土木部）

人にやさしい道路の整備（バリアフリーの道づくり）

道路の環境対策（環境に配慮した道づくり）

道路の環境対策（街路灯の省エネルギー対策）

ユニバーサルデザインまちづくりの推進

都市計画道路等の整備（補助第７２号線の整備）

自転車通行空間の整備

自転車等の適正利用の推進（駐輪場等の整備）

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（自転車シェアリングの推進）

自転車等の適正利用の推進（自動二輪車の駐車対策）

安全で快適な鉄道駅の整備促進
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◆　Ⅲ　賑わい都市・新宿の創造

７　豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備

77① 11,799 千円

77② 17,807 千円

77③ 20,047 千円

78 24,880 千円

79 56,415 千円

81 19,396 千円

８　地球温暖化対策の推進

82① 53,586 千円

82② 10,659 千円

82③ 24,774 千円

83 3,715 千円

83 2,282 千円

９　資源循環型社会の構築

84① 5,261 千円

84② 1,258,198 千円

84③ 3,410 千円

１０　活力ある産業が芽吹くまちの実現

85① 10,506 千円

85② 1,595 千円

86① 2,579 千円

86② 7,630 千円

86③ 480 千円

１１　魅力ある商店街の活性化に向けた支援

87 191,852 千円

88① 11,339 千円

88② 14,107 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

90① 27,215 千円

90② 10,619 千円

91 26,758 千円

観光と一体となった産業振興（新宿ものづくりの振興）

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（次世代につなぐ街路樹の更新）

新宿中央公園の魅力向上

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）

新宿らしいみどりづくり（新宿らしい都市緑化の推進）

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（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（事業系ごみの減量推進）

観光と一体となった産業振興（しんじゅく逸品の普及）

地球温暖化対策の推進（事業者省エネルギー行動の促進）

地球温暖化対策の推進（区が取り組む地球温暖化対策の推進）

環境学習・環境教育の推進（教育委員会）

環境学習・環境教育の推進（環境清掃部）

中小企業新事業創出支援（新宿ビジネスプランコンテスト）

中小企業新事業創出支援（新製品・新サービス開発支援助成）

中小企業新事業創出支援（新宿ビジネス交流会）

新宿の魅力としての文化の創造と発信（新宿フィールドミュージアムの充実）

漱石山房記念館を中心とした情報発信

にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援

商店街の魅力づくりの推進（商店会情報誌の発行）

商店街の魅力づくりの推進（大学等との連携による商店街支援）

新宿の魅力としての文化の創造と発信（和を伝えるプログラム）
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◆　Ⅲ　賑わい都市・新宿の創造

１３　国際観光都市・新宿としての魅力の向上

92 36,100 千円

93 20,754 千円

94 32,416 千円

95 9,472 千円

96 15,066 千円

１４　生涯にわたり学習・スポーツ活動などを楽しむ環境の充実

99① 11,058 千円

99② 7,612 千円

101① 13,216 千円

101③ 646,572 千円

102 11,995 千円

１５　多文化共生のまちづくりの推進

103 5,138 千円

１６　平和都市の推進

104 9,350 千円

104 464 千円

◆　Ⅳ　健全な区財政の確立

１　効果的・効率的な行財政運営

105 5,288 千円

106 61,984 千円

２　公共施設マネジメントの強化

108 973,181 千円

◆　Ⅴ　好感度１番の区役所

１　行政サービスの向上

111 1,620 千円

２　職員の能力開発、意識改革の推進

113 15,346 千円

114 16,757 千円

子ども読書活動の推進（子ども読書活動の推進）

新宿フリーＷｉ-Ｆｉの整備等

魅力ある観光情報の発信

新宿観光案内所のサービス拡充

多彩な観光資源を活かした区内回遊の促進

観光案内標識の整備促進

区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成

新宿自治創造研究所の運営による政策形成能力の向上

行政評価制度の推進

全庁情報システムの統合推進

中長期修繕計画に基づく施設の維持保全

子ども読書活動の推進（絵本でふれあう子育て支援事業）

東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成（普及啓発）

多文化共生のまちづくりの推進

平和啓発事業の推進（教育委員会）

平和啓発事業の推進（総務部）

オープンデータ活用のための仕組みづくり

スポーツ環境の整備（スポーツコミュニティの推進）

スポーツ環境の整備（（仮称）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）



　１　生涯にわたり心身ともに健康で暮らせる健康寿命の延伸に向けた取組の充実

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
　身近な運動であるウォーキングに取り組みやすい環境を整備し、より多くの区民が日常
生活の中で習慣的に「歩くこと」ができるようにすることで、健康寿命の延伸を目指しま
す。

気軽に健康
づくりに取り
組める環境

整備

・ウォーキングイベント（しんじゅくシティウォーク）の開催　1回
・ウォーキングマスター養成講座　1回
・ウォーキングマップの作成
・ウォーキング教室の開催　6回

［健康部］

【調整内容】
　ウォーキングイベント消耗品等の精査による減額　△35千円
　特定財源　都支出金を増額　64千円

【担当】
　　健康づくり課健康づくり推進係　　　電話（直通）５２７３－３０４７

特定財源 64

一般財源 109 一般財源 208 一般財源 △ 99

１③

枝事業名 1,813 1,848 △ 35

ウォーキングの推
進

【新規】

特定財源 1,704 特定財源 1,640

計画事業名
　「食」に関する正しい知識を普及啓発し、区民の野菜摂取量を増やすために1日に必要な
野菜摂取量の認知度向上を図ります。
　また、飲食店、学校及び事業所等の給食施設やスーパーマーケット等において、必要な
野菜摂取量の周知を行うとともに野菜が多く摂れるメニューを提供する場を増やすこと
で、健康な食生活の推進を図ります。

気軽に健康
づくりに取り
組める環境

整備

・野菜の日の設定
・野菜摂取の普及啓発ツールの作成・配布
・簡単な野菜料理が学べる講座の実施
・給食施設において野菜摂取を促すランチョンマットの作成・配布
・野菜の調理方法等のレシピ集の作成・配布

［健康部］

【調整内容】
　印刷製本費等の精査による減額　△2千円

【担当】
　　健康づくり課健康づくり推進係　　　電話（直通）５２７３－３０４７

特定財源 0

一般財源 2,262 一般財源 2,264 一般財源 △ 2

１②

枝事業名 2,262 2,264 △ 2

健康な食生活への
サポート

【新規】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
健康ポイント事業

【新規】

枝事業名

気軽に健康
づくりに取り
組める環境

整備
【調整内容】
　啓発用品等の精査による減額　△232千円
　特定財源　都支出金を減額　△115千円

・健康ポイント事業の実証実験、本格実施に向けた検討　参加者数500人

一般財源 一般財源 5,366

【担当】
　　健康づくり課健康づくり推進係　　　電話（直通）５２７３－３０４７

一般財源 △ 117

　日常生活の中で歩いてポイントを貯める「ウォーキングポイント」を中心に、健診等の
受診、健康イベントやスポーツ事業をはじめ健康づくり活動への参加など様々な健康行動
に対してポイントを付与することで、多くの区民が健康づくりに参加するきっかけをつく
ります。

5,249

7,693 △ 232

特定財源 2,327 特定財源

7,461

特定財源 △ 115

Ⅰ　暮らしやすさ１番の新宿

１① 2,212

［健康部］

第一次実行計画事業



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

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
　高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健康に暮らし続けられるように、地域全体で健康
づくりや介護予防に取り組むことができる仕組みづくりを進め、高齢者が地域の中で人と
つながりながら、健康で生きがいのある生活が送れるよう支援します。

高齢期の健
康づくりと介
護予防の推

進

[福祉部]
［健康部］

【調整内容】
　講座委託等の精査による減額　△3,170千円
　特定財源　介護保険料を減額　△347千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△916千円
　特定財源　支払基金交付金を減額　△1,198千円
　特定財源　都支出金を減額　△396千円

【担当】
　　地域包括ケア推進課介護予防係　　　電話（直通）５２７３－４５６８
　　健康づくり課健康づくり推進係　　　電話（直通）５２７３－３０４７

・住民主体の活動の場での健康づくりと介護予防活動への支援
　「高齢期の健康づくり・介護予防出前講座」の実施
・健康づくり、介護予防に関する講演会の開催（2所）
・新宿区オリジナル「（仮称）しんじゅく１００歳トレーニング」
　の開発・普及啓発ＤＶＤの作成

特定財源 △ 2,857

一般財源 3,962 一般財源 4,275 一般財源 △ 313

2

枝事業名 31,033 34,203 △ 3,170

【拡充】

特定財源 27,071 特定財源 29,928

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、女性の健康ハンドブック等の
　作成・配布
・女性の健康相談、健康教育、イベント等の実施
・女性の健康づくりサポーターの会の開催

［健康部］

【調整内容】
　イベント実施経費等の精査による減額　△78千円
　特定財源　国庫支出金を増額　18千円
　特定財源　都支出金を減額　△63千円

【担当】
　　四谷保健センター業務係　　　電話（直通）３３５１－５１６１

特定財源 △ 45

一般財源 11,327 一般財源 11,360 一般財源 △ 33

４

枝事業名 21,829 21,907 △ 78

特定財源 10,502 特定財源 10,547

　代表的な生活習慣病であり、重大な合併症を引き起こす糖尿病を予防するために、区民
が糖尿病を発症しやすい生活習慣について理解し、健康的な生活を送ることができるよ
う、正しい知識の普及啓発を図り、健康寿命の延伸を目指します。

生活習慣病
の予防

・糖尿病講演会、糖尿病予防啓発イベントの開催等を通じた普及啓発（拡充）
・糖尿病予防に関する普及啓発媒体の作成・配布

［健康部］

【調整内容】
　糖尿病予防啓発イベント消耗品等の精査による減額　△8千円
　非常勤職員の報酬単価の改定による増額　2千円

【担当】
　　健康づくり課健康づくり推進係　　　電話（直通）５２７３－３０４７

0

一般財源 2,204 一般財源 2,210 一般財源 △ 6

３①

枝事業名 2,204

糖尿病予防対策の
推進

【拡充】

特定財源 0

計画事業名

2,210 △ 6

特定財源 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

計画事業名
　こころの健康についての啓発活動を進めることや、関係機関等とのネットワークを強化
することで、こころの病気やストレスに対処できるような環境づくりを推進していきま
す。

こころの健
康づくり

・精神保健講演会の開催
・ライフステージに応じたストレスマネジメント講座の開催
・精神保健普及啓発リーフレット等の作成（新規）
・精神保健相談等の実施
・精神保健福祉連絡協議会の開催
・働く人のメンタルヘルスネットワーク連絡会の開催

［健康部］

【調整内容】
　印刷製本費の精査による減額　△8千円
　特定財源　都支出金を増額　2千円

【担当】
　　保健予防課保健相談係　　　電話（直通）５２７３－３８６２

特定財源 2

一般財源 4,573 一般財源 4,583 一般財源 △ 10

５

枝事業名 5,314 5,322 △ 8

【拡充】

特定財源 741 特定財源 739

計画事業名
　子どもの歯と口の健康を維持するため、保育園等での出張歯科健康教育、デンタルサ
ポーターであるかかりつけ歯科医による相談やフッ化物の塗布など、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、地域、かかりつけ歯科医、子育て専
門職、養護教諭等の連携を強化することにより、乳幼児期からの歯と口の健康づくりを推
進します。

乳幼児から
始める歯と
口の健康づ

くり

・地域活動歯科衛生士による出張歯科健康教育の充実
・デンタルサポーターの養成
・フッ化物塗布事業
・学齢期における歯科保健活動の調査・分析（新規）

［健康部］

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△4千円

【担当】
　　健康づくり課健康づくり推進係　　　電話（直通）５２７３－３０４７

特定財源 0

一般財源 29,705 一般財源 29,709 一般財源 △ 4

６

枝事業名 30,774 30,778 △ 4

【拡充】

特定財源 1,069 特定財源 1,069



　２　住み慣れた地域で暮らし続けられる地域包括ケアシステムの推進

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
　在宅医療と介護を一体的に提供できるよう、病院、診療所、歯科診療所、薬局等の医療
ネットワークを推進するとともに、ケアマネジャー、介護サービス事業担当者等を含めた
多職種連携を推進します。また、在宅医療相談窓口、在宅歯科相談窓口、がん療養相談窓
口の充実を図るとともに、区内の医療と介護の支援情報について、区民や関係者に情報発
信を行います。
　これらの取組により、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられ、安心して「看取り」
までできる体制の強化を目指します。

在宅医療・
介護連携

ネットワーク
の推進

・在宅医療・介護資源のリスト（マップ）による情報発信
・ICTを活用した在宅医療連携推進への補助
・在宅歯科相談員・コーディネーターの配置
・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
・在宅医療と介護の交流会等の実施（新規）

［福祉部］
[健康部]

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△12,671千円
　特定財源　介護保険料を減額　△2,660千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△5,000千円
　特定財源　都支出金を減額　△2,525千円

【担当】
　　高齢者支援課高齢者相談第一係　 電話（直通）５２７３-４５９３
　　健康づくり課健康づくり推進係　 電話（直通）５２７３-３０４７

特定財源 △ 10,185

一般財源 13,877 一般財源 16,363 一般財源 △ 2,486

８

枝事業名 30,692 43,363 △ 12,671

【拡充】

特定財源 16,815 特定財源 27,000

115,963 一般財源 121,961 一般財源 △ 5,998

計画事業名
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる「地域包括ケアシステム」の実現
に向けて、高齢者総合相談センターの相談体制の充実を図るとともに、地域ケア会議をは
じめ地域におけるネットワーク会議等を活用して関係機関との連携強化を図り、地域ネッ
トワークの構築を進めます。

高齢者総合
相談セン
ターの機能
の充実

・基幹型高齢者総合相談センター（区役所内）の運営（1所）
・委託型高齢者総合相談センターの運営（9所）
・相談体制の充実（副管理者の配置9所）(新規)
・リーフレットの配布等による高齢者総合相談センターの周知 (新規)
・ネットワーク会議等の開催・参加回数　520回／年

［福祉部］

519,007 △ 14,107

【拡充】

特定財源 388,937 特定財源 397,046 特定財源 △ 8,109

一般財源

７

枝事業名 504,900

【担当】
　　地域包括ケア推進課介護予防係　　電話（直通）５２７３-４５６８
    高齢者支援課高齢者相談第一係　　電話（直通）５２７３-４５９３

【調整内容】
　非常勤職員の報酬単価の改定等による増額　153千円
　委託料等の精査による減額　△14,260千円
　特定財源　使用料及び手数料を増額　1,363千円
　特定財源　介護保険料の増額　948千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△6,947千円
　特定財源　都支出金を減額　△3,473千円



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

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】
　見積りのとおり

【担当】
　　介護保険課推進係　　　電話（直通）５２７３－４５９６

23,489 一般財源 23,489 一般財源 0

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
　公募1所（民有地）
・認知症高齢者グループホーム
　公募2所（民有地）

［福祉部］

１１①

枝事業名 402,574 402,574 0

地域密着型サービ
スの整備

【拡充】

特定財源 379,085 特定財源 379,085

計画事業名
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、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、区における民間事業
者や社会福祉法人等と、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。

「地域の活
力」を生か
した高齢者
を支えるしく
みづくり

・多様な担い手による通いの場運営への支援　3団体（新規）
・ボランティアポイント付与対象活動の拡大（拡充）
・高齢者見守りキーホルダー事業の実施（新規）
・情報紙「ぬくもりだより」の訪問配布　年24回
・高齢者見守り登録事業の民間事業者の登録拡大
・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

［福祉部］

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△8,901千円
　特定財源　介護保険料を減額　△887千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△2,542千円
　特定財源　都支出金を減額　△3,445千円

【担当】
　　地域包括ケア推進課地域包括ケア推進係 　電話（直通）５２７３－４１９３
    地域包括ケア推進課高齢いきがい係　 　　電話（直通）５２７３－４５６７
　　高齢者支援課高齢者支援係　　　　　　　 電話（直通）５２７３－４３０５
　　高齢者支援課高齢者相談第二係　　　　　 電話（直通）５２７３－４５９４

特定財源 △ 6,874

一般財源 36,292 一般財源 38,319 一般財源 △ 2,027

９

枝事業名 91,711 100,612 △ 8,901

【拡充】

特定財源 55,419 特定財源 62,293

計画事業名
　地域の中で高齢者の自立を支援し、多世代が互いに支え合う「地域支え合い活動」を推
進します。薬王寺地域ささえあい館を拠点として、多世代による「地域支え合い活動」を
確立していきます。

「地域支え
合い活動」
の推進

・地域ささえあい館活動支援員の配置
・「地域支え合い活動」推進のための各種講座の実施

［福祉部］

【調整内容】
　非常勤報酬を計上　2,984千円
　各種講座実施のための報償費・委託料等を計上　16,392千円

【担当】
    地域包括ケア推進課高齢いきがい係　 　　電話（直通）５２７３－４５６７

特定財源 0

一般財源 19,376 一般財源 - 一般財源 19,376

１０

枝事業名 19,376 - 19,376

【新規】

特定財源 0 特定財源 - 

特定財源 0

一般財源



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

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 　
  「地域包括ケアシステム」の実現に向けて、今後、急速に増加が見込まれる認知症高齢
者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症に係る医療と福祉・介護
の連携強化を図るとともに、認知症についての正しい知識の普及を進めていくなど、地域
で認知症高齢者を支援する体制を充実していきます。

認知症高齢
者への支援
体制の充実

・認知症サポーターの養成（累計20,000人）
・認知症診療連携マニュアルの普及
・地域版認知症ケアパスの作成
・認知症サポート医による高齢者総合相談センター支援の実施
                                                　10所（新規）
・認知症初期集中支援チームによる支援の実施　9所
・もの忘れ相談の実施　年24回
・認知症相談の実施　年18回
・認知症サポーター活動の推進
・認知症の正しい理解に向けた普及啓発
・認知症保健医療福祉ネットワーク連絡会の開催　年3回
・認知症介護者相談の実施　年12回
・「一人暮し認知症高齢者への生活支援サービス」の実施

［福祉部］

【調整内容】
　生活支援サービス委託等の精査による減額　△560千円
　特定財源　使用料及び手数料を減額　△890千円
　特定財源　介護保険料を減額　△131千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△522千円
　特定財源　都支出金を増額　470千円

【担当】
　　高齢者支援課高齢者相談第二係　　　電話（直通）５２７３－４５９４

特定財源 △ 1,073

一般財源 21,661 一般財源 21,148 一般財源 513

１２

枝事業名 54,016 54,576 △ 560

【拡充】

特定財源 32,355 特定財源 33,428

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（富久町国有地）
・整備事業者選定（市谷薬王寺町国有地）

［福祉部］

【調整内容】
　埋蔵文化財発掘調査等に係る補助金を追加　1,445千円
　整備事業者選定のための審査会経費を追加　307千円

【担当】
　　介護保険課推進係　　　電話（直通）５２７３－４５９６

特定財源 0

一般財源 28,482 一般財源 26,730 一般財源 1,752

１１③

枝事業名 28,482 26,730 1,752

ショートステイの整
備

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

　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に、特別養護老人ホームを整
備します。民設民営による整備を行い、事業者に施設整備経費を補助します。

介護保険
サービスの
基盤整備

・建設1所(富久町国有地)
・整備事業者選定（市谷薬王寺町国有地）

［福祉部］

【調整内容】
　埋蔵文化財発掘調査等に係る補助金を追加　7,063千円
　整備事業者選定のための審査会経費を追加　2,438千円

【担当】
　　介護保険課推進係　　　電話（直通）５２７３－４５９６

計画事業名

特定財源 0 特定財源 0

一般財源 140,181 一般財源 130,680 一般財源 9,501

１１②

枝事業名 140,181 130,680 9,501

特別養護老人
ホームの整備

【拡充】

特定財源 0



　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

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
　障害の重度化・高齢化への対応及び特別支援学校卒業生の進路先確保のため、区内の生
活介護事業の充実を図ります。
　福祉作業所を多機能型事業所とし、既存の就労継続支援Ｂ型事業に加え生活介護事業を
実施します。

区立障害者
福祉施設の
機能の充実

・高田馬場福祉作業所
　　食堂スライディングウォール設置による活動スペースの確保

［福祉部］

【調整内容】
　食堂スライディングウォール設置工事費を計上　9,359千円

【担当】
　　障害者福祉課事業指導係　　　電話（直通）５２７３－４２５３

特定財源 0

一般財源 9,359 一般財源 - 一般財源 9,359

１５

枝事業名 9,359 - 9,359

【新規】

特定財源 0 特定財源 - 

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、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが
ら共生する社会の実現に向けて、障害の特性に応じたコミュニケーション支援等の推進や
区民への啓発活動等を行います。

障害を理由
とする差別
の解消の推

進

・障害の特性に応じたコミュニケーション支援等の推進
・協議会の開催
・職員向け研修の実施　2回
・啓発活動の実施
  （周知用リーフレット作成・映像制作・イベント開催）（拡充）

［福祉部］

【調整内容】
　意思疎通支援委託等の精査による減額　△130千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△52千円
　特定財源　都支出金を減額　△40千円

【担当】
　　障害者福祉課福祉推進係　　　電話（直通）５２７３－４５１６

特定財源 △ 92

一般財源 6,920 一般財源 6,958 一般財源 △ 38

１４

枝事業名 25,097 25,227 △ 130

【拡充】

特定財源 18,177 特定財源 18,269



　４　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

計画事業名
　保護者が就労している児童が増加傾向にあることを踏まえ、学童クラブ及び放課後子ど
もひろば事業のさらなる充実を図り、それぞれのニーズに合った放課後の居場所を選択で
きるよう、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　　20所→23所（拡充）
　(2)通常放課後子どもひろば　　　　　　　　　7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】
　学童クラブの光熱水費等の精査による減額　△17,866千円
　特定財源　分担金及び負担金を増額　124千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△126千円
　特定財源　都支出金を減額　△8,455千円

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

特定財源 △ 8,457

一般財源 1,295,921 一般財源 1,305,330 一般財源 △ 9,409

１７

枝事業名 1,662,274 1,680,140 △ 17,866

【拡充】

特定財源 366,353 特定財源 374,810

計画事業名
　地域の保育ニーズを踏まえた「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、保育所等を整
備することにより、引き続き待機児童対策を着実に進めるとともに、一時保育の情報提供
を充実させ、利便性を向上します。

着実な保育
所待機児童
対策等の推

進

・民間事業者による新小川町複合施設建設に伴う私立保育所の整備
　　定員60名（平成31年4月開設予定）

・賃貸物件を活用した私立保育所の整備（6所）
　　定員56名×3所、63名、74名、90名（平成31年4月開設予定）

・専用室型一時保育の空き状況の情報提供
　　区立園・私立園　月3回

［子ども家庭部］

【調整内容】
　待機児童解消のため私立保育所6所の追加整備による増額　1,272,233千円
　特定財源　国庫支出金を増額　98,500千円
　特定財源　都支出金を増額　752,806千円

【担当】
　　保育課施設整備係　　　電話（直通）５２７３－４１６２

特定財源 851,306

一般財源 507,623 一般財源 86,696 一般財源 420,927

１６

枝事業名 1,462,319 190,086 1,272,233

【拡充】

特定財源 954,696 特定財源 103,390



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
　子ども家庭・若者サポートネットワークの活用を中心に、各関係機関の連携を強化し、
子どもが社会的に自立した若者に成長するまで切れ目のない支援を行うとともに、「子ど
も・若者総合相談窓口」において、子ども・若者育成支援に関する必要な情報提供及び助
言を行います。また、人や社会との関わり方に困難を抱える若者への支援の充実を図りま
す。

子どもから
若者までの
切れ目のな
い支援の充

実

・子ども家庭・若者サポートネットワークの運営
・子ども・若者総合相談窓口の運営
　窓口の運営（15か所→16か所）（拡充）
　リーフレットの作成（2,000部→6,000部）（拡充）

［子ども家庭部］

【調整内容】
　役務費等の精査による減額　△1千円

【担当】
　　子ども総合センター総合相談係　　　電話（直通）３２３２－０６７４
    子ども家庭課管理係　　　　　　　　電話（直通）５２７３－４２６０

特定財源 0

一般財源 1,310 一般財源 1,311 一般財源 △ 1

１９

枝事業名 1,380 1,381 △ 1

【拡充】

特定財源 70 特定財源 70

計画事業名
　地域全体で親と子の育ちを支える環境づくりを進め、在宅子育て家庭を含めたすべての
子育て家庭への支援を充実させます。
　子ども総合センターと4か所の子ども家庭支援センターでは、子育て家庭の多様なニーズ
に合った子育て支援サービスをコーディネートするとともに、子育ての悩みや不安に関す
る相談に応じて適切なサービスにつないでいきます。また、子どもの育ちの環境が適切に
確保されるよう、個々の家庭の状況に応じたきめ細かな支援を行います。

地域におけ
る子育て支
援サービス
の推進

・利用者支援事業の実施
・子育て支援講座の実施
　　ノーバディズパーフェクト（※1）　2所→3所（拡充）
　　ベビープログラム（※2）　　　　　1所→3所（拡充）
・小学校低学年のための学習支援の実施
・子どもショートステイ、トワイライトステイの実施

※1　同年代の子どもを持つ親が、子育ての悩みや不安を参加者同士で
　　 話し合い、自分にあった子育て方法を学ぶ講座
※2　０歳児を初めて育てる母親を対象とした子育て支援講座

［子ども家庭部］

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△495千円
  特定財源　国庫支出金を減額　△1,439千円
　特定財源　都支出金を減額　△1,082千円
　特定財源　諸収入を減額　△417千円

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

特定財源 △ 2,938

一般財源 290,381 一般財源 287,938 一般財源 2,443

１８

枝事業名 357,862 358,357 △ 495

【拡充】

特定財源 67,481 特定財源 70,419



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
　子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることや、貧困が世代を超えて
連鎖することを防ぐため、引き続き子どもの貧困対策等に資する事業を展開するととも
に、支援を必要とする家庭が、学習支援や経済的支援など区の施策の情報を確実に得られ
るよう、周知の充実を図ります。

子どもの貧
困の連鎖を
防止するた
めの取組

・区立小・中学生全世帯へ向けた支援施策ガイドの作成、配布

［子ども家庭部］

【調整内容】
　印刷製本費の精査による減額　△13千円

【担当】
　　子ども家庭課企画係　　　電話（直通）５２７３－４２６１

特定財源 0 特定財源 0

一般財源 584 一般財源 597 一般財源 △ 13

２２

枝事業名 584 597 △ 13

【新規】

特定財源 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

・看護職による妊婦との面接、相談の実施
・支援プランの作成と継続的な支援
・育児パッケージ（こども商品券）の配布

［健康部］

【調整内容】
　事務事業費の精査による減額　△405千円
　非常勤職員の報酬単価の改定による増額　107千円
　特定財源　国庫支出金を増額　12千円
　特定財源　都支出金を減額　△794千円

【担当】
　　健康づくり課健康づくり推進係　　電話（直通）５２７３－３０４７

特定財源 △ 782

一般財源 4,980 一般財源 4,496 一般財源 484

２１①

枝事業名 52,705 53,003 △ 298

出産・子育て応援
事業

特定財源 47,725 特定財源 48,507

計画事業名 　
　障害や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、総合的
な支援をさらに推進するため、多様化する療育ニーズへの対応の充実を図ります。

発達に心配
のある児童
への支援の

充実

・相談、療育体制の充実
・保育所等訪問支援事業の実施
・ペアレントメンター（障害児の育児経験を持つ方）の活用
・障害幼児一時保育の実施
・きょうだい児の預かり保育の実施（新規）

［子ども家庭部］

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△298千円
　特定財源　国庫支出金を増額　60千円
　特定財源　都支出金を増額　70千円
　特定財源　使用料及び手数料を減額　△1,014千円

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

特定財源 △ 884

一般財源 72,425 一般財源 71,839 一般財源 586

２０

枝事業名 138,910 139,208 △ 298

【拡充】

特定財源 66,485 特定財源 67,369



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

220

0

220

計画事業名
　基礎自治体である特別区が児童相談行政を一元的かつ総合的に担い、関係機関が連携し
幅広くきめ細かな支援体制のもと、虐待などの問題から子どもを守るため、平成33年4月の
児童相談所の開設を目指し、一時保護所を整備します。

児童相談所
移管準備

・新築設計委託

・地質調査委託

・埋蔵文化財調査委託

［子ども家庭部］

【調整内容】
　設計等委託料を計上　22,642千円

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

特定財源 0

一般財源 22,642 一般財源 一般財源 22,642

２３①

枝事業名 22,642 積算中 22,642

児童相談所の整備

【新規】

特定財源 0 特定財源

【調整内容】
　報償費を計上　220千円

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

一般財源 一般財源 一般財源 220

計画事業名
　平成33年4月の児童相談所開設を目指し、専門性を高めるため人材の確保と育成を進める
とともに、児童養護施設等の確保の検討や、里親支援の推進、相談システムの整備等に取
り組んでいきます。

児童相談所
移管準備

・有識者等からの意見聴取（指導・助言）　10回

・人材育成
　　東京都・他県への派遣研修　5名（予定）

・設置市事務の執行体制の確立及びマニュアル整備の検討

・児童相談所開設に向けた計画の策定

［子ども家庭部］

２３②

枝事業名 積算中 220

児童相談体制の
充実・強化

【新規】

特定財源 特定財源 特定財源 0



　５　未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす教育の充実

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
　各学校（園）が中・長期的な視点に立ち、各校ごとの特長を捉え、創意工夫ある教育活
動を具体的に展開するため、「創意工夫ある学校づくり教育活動推進計画」や各学校
（園）の教育目標に沿って、計画的な学習活動を実施します。

学校の教育
力強化への

支援

・「総合的な学習の時間」の運営
　　幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校
・学校教育活動経費
　　創意工夫ある教育活動に係る事務費

［教育委員会］

【調整内容】
　役務費の精査による減額　△1,000千円

【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

一般財源 35,882 一般財源 36,882 一般財源 △ 1,000

２４③

枝事業名 35,882 36,882 △ 1,000

創意工夫ある教育
活動の推進

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
 区立学校において①教職員による自己評価、②保護者・地域住民等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。
 さらに、平成30年度から小中連携型地域協働学校がモデル実施（1地区）されることに伴
い、関係する小・中学校の学校評価についても行います。

学校の教育
力強化への

支援

・自己評価、学校関係者評価の実施　40校
・第三者評価の実施　20校
・小中連携型地域協働学校モデル実施に対する学校評価　1地区（新規）

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育指導課指導係　　　電話（直通）５２７３－３０８４

特定財源 0

一般財源 8,818 一般財源 8,818 一般財源 0

２４②

枝事業名 8,818 8,818 0

学校評価の充実

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
 学習指導要領の改訂に沿った教科指導への対応、また、区学力定着度調査の結果から明ら
かになった中学校の課題の解決に向けた取り組みを行うなど、各学校の実情に応じたきめ
細かい指導を行うために、学習指導支援員を配置します。

学校の教育
力強化への

支援

・学習指導支援員の配置　58人

［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　557千円

【担当】
　　教育指導課教職員係　　　電話（直通）５２７３－３０７８

特定財源 0

一般財源 170,651 一般財源 170,094 一般財源 557

２４①

枝事業名 170,651 170,094 557

学校支援体制の
充実

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

【担当】
　　教育支援課特別支援教育係　　　電話（直通）３２３２－３０７４

計画事業名
　発達障害等のある生徒が、それぞれの障害の特性に応じた指導を在籍校で受けられるよ
う、平成31年度までに全中学校に特別支援教室を設置し、支援体制の充実を図ります。

一人ひとり
の子どもが
豊かに学べ
る教育の推

進

・中学校特別支援教室の先行実施　3校
・施設整備　5校

［教育委員会］

【調整内容】
　工事費等の精査による減額　△29,220千円

【担当】
　　教育支援課特別支援教育係　　　電話（直通）３２３２－３０７４
　　学校運営課学校運営支援係　　　電話（直通）５２７３－３６４０

特定財源 0

一般財源 8,256 一般財源 37,476 一般財源 △ 29,220

２５②

枝事業名 8,256 37,476 △ 29,220

中学校への
特別支援教室の

開設

【新規】

特定財源 0 特定財源 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。

一人ひとり
の子どもが
豊かに学べ
る教育の推

進

・集中指導　　  教育センター・分室（牛込仲之小・新宿中）
・個別指導　　  通学する学校または幼稚園
・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
・進学等支援　   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
・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】
　委託料の精査による減額　△540千円

【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 59,552 一般財源 60,092 一般財源 △ 540

２５③

枝事業名 59,552 60,092 △ 540

日本語サポート
指導

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　発達障害等のある児童・生徒への適切な教育的支援を強化するために、特別支援教育推
進員を増員し、学級内指導体制を充実します。
　あわせて、リーフレットの作成や説明会の開催等により、保護者、区民等の特別支援教
育に関する理解啓発に努めるとともに、一人ひとりの支援ニーズに応じた一貫した教育的
支援を行うため、就学支援シートの活用を推進します。

一人ひとり
の子どもが
豊かに学べ
る教育の推

進

・特別支援教育推進員の派遣
　小学校　29人→30人（拡充）
　中学校　3人→4人（拡充）
・就学支援シートの活用
・理解啓発リーフレットの作成・配布

［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　720千円

特定財源 0

一般財源 111,414 一般財源 110,694 一般財源 720

２５①

枝事業名 111,414 110,694 720

特別支援教育の
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

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 70

計画事業名
　全小・中学校に、臨床心理士または臨床発達心理士の資格を有するスクールカウンセ
ラーを配置し、学校生活におけるさまざまな悩みや不安に対して、児童・生徒や保護者を
対象にカウンセリング等を行うとともに教職員との連携を図り、児童・生徒の心の健康保
持に努めます。
  また、子どもをとりまく社会環境の変化や、学校が抱える課題の複雑化に対応するた
め、スクールソーシャルワーカー等の専門人材を活用し、早期の課題解決を図ります。

一人ひとり
の子どもが
豊かに学べ
る教育の推

進

・スクールカウンセラーの配置（18名）
・スクールソーシャルワーカーの派遣（3名）
・スーパーバイザー（※）による指導・助言

※スクールソーシャルワーカー等に対して、専門職としての一層の資質向上のための
指導・助言を行う学識経験者等

［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　494千円
　特定財源　都支出金を増額　70千円

【担当】
　　教育指導課指導係　　　　　　電話（直通）５２７３－４１２５
　　教育支援課教育センター　　　電話（直通）３２３２－２７１３

一般財源 52,685 一般財源 52,261 一般財源 424

２５⑤

枝事業名 58,051 57,557 494

専門人材を活用し
た教育相談体制の

充実

特定財源 5,366 特定財源 5,296

計画事業名
　子どもの読書活動を推進するとともに、学校図書館を調べ学習等の教育活動に一層活用
するため、司書等の資格を有する学校図書館支援員を全校に配置（週２回程度）し、学校
図書の計画的な購入、児童・生徒の年齢や発達に応じた読書案内やレファレンス、区立図
書館との連携等を行い、読書活動の充実を図ります。

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
・学校図書の計画的な更新（対図書標準数7%以上）
・学校図書館の放課後等開放（小学校5校→15校）（拡充）

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５８

特定財源 0

一般財源 103,957 一般財源 103,957 一般財源 0

２６

枝事業名 103,957 103,957 0

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　「新宿区立学校における不登校対策の方針」に基づき、不登校未然防止の取組を推進し
ます。

一人ひとり
の子どもが
豊かに学べ
る教育の推

進

・不登校対策委員会及び連絡会の開催（各3回）
・不登校対策理解啓発資料の作成（1,200部）
・家庭と子供の支援員の派遣（5校）

［教育委員会］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　教育指導課指導係　　　電話（直通）５２７３－４１２５

特定財源 0

一般財源 670 一般財源 670 一般財源 0

２５④

枝事業名 1,546 1,546 0

児童・生徒の不登
校対策

特定財源 876 特定財源 876



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
　区立小・中学校の特別教室・少人数教室等の教室用ＩＣＴ機器について、最新機器への
更新を行います。

ＩＣＴを活用
した教育の

充実

・プロジェクタ機器の更新（287台）
・実物投影機の更新（287台）

［教育委員会］

【調整内容】
　工事費の精査による減額　△339千円
　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　18,139千円
　特定財源　特別区債を追加　52,000千円

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０６３

特定財源 70,139

一般財源 8,397 一般財源 78,875 一般財源 △ 70,478

３０

枝事業名 78,536 78,875 △ 339

【拡充】

特定財源 70,139 特定財源 0

計画事業名
　児童・生徒にとって安全・安心な環境を確保するとともに、災害発生時に地域住民の避
難所としての機能を向上させるため、学校施設のトイレ改修（洋式化）を行います。

学校施設の
改善

［教育委員会］

【調整内容】
　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　37,173千円

【担当】
　　学校運営課教育施設係　　　電話（直通）５２７３－３１０６

学校トイレの洋式化
　小学校14校　134基

特定財源 37,173

一般財源 0 一般財源 37,173 一般財源 △ 37,173

２９

枝事業名 57,888 57,888 0

【新規】

特定財源 57,888 特定財源 20,715

計画事業名 　
　区立幼稚園全園で3歳児保育を実施し、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、区
内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

・区立幼稚園全園で3歳児保育を実施
・区立幼稚園（4園）において預かり保育を実施
・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
・私立幼稚園に対する健康管理補助金の交付
・私立幼稚園に対する安全安心補助金の交付

［教育委員会］

【調整内容】
　負担金補助及び交付金等の精査による減額　△24,971千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△961千円
　特定財源　都支出金を減額　△4,930千円
　特定財源　諸収入を増額　350千円

【担当】
　　学校運営課幼稚園係　　　電話（直通）５２７３－３１０３

特定財源 △ 5,541

一般財源 332,961 一般財源 352,391 一般財源 △ 19,430

２８

枝事業名 386,272 411,243 △ 24,971

特定財源 53,311 特定財源 58,852



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】
　使用料及び賃借料の精査による減額　△167千円

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５８

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、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。

東京2020オ
リンピック・
パラリンピッ
クを契機と
した教育の

推進

・実施時期　夏季及び冬季休業中
・対象人数　小学校5・6年生　96名
　　　　　　中学校1・2年生　45名
・実施回数　各年1回
・宿泊先　　女神湖高原学園
・実施内容　英語でのコミュニケーションを通し、挨拶や道案内等の基本的な
　　　　　　表現等を学習し、キャンプ終了後にボランティア活動等の機会を
　　　　　　提供

［教育委員会］

一般財源 9,732 一般財源 9,899 一般財源 △ 167

英語キャンプの実
施

特定財源 987 特定財源 987 特定財源３２①

枝事業名 10,719 10,886 △ 167

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を支援していきます。

東京2020オ
リンピック・
パラリンピッ
クを契機と
した教育の

推進

・伝統文化体験教室　小学校29校
・新宿ものづくりマイスター体験講座　中学校10校
・和楽器体験　中学校10校

［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

特定財源 0

一般財源 9,540 一般財源 9,540 一般財源 0

３２②

枝事業名 9,540 9,540 0

伝統文化理解教育
の推進

特定財源 0 特定財源 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。
　また、地域ぐるみで子どもの一貫した成長を支え、互いの顔が見える関係を強化すると
ともに、今後の地域社会を担う人材の育成へとつなげるため、小中連携型地域協働学校及
び「学校運営協議会と地域との連絡会」をモデル実施します。

地域協働学
校（コミュニ
ティ・スクー
ル）の充実

・学校運営協議会の設置（39校）
・小中連携型地域協働学校モデル校での実施　1地区（新規）
・「学校運営協議会と地域との連絡会」のモデル実施　1地区（新規）

［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３２３２－１０７８

特定財源 0

一般財源 24,477 一般財源 24,477 一般財源 0

３１

枝事業名 24,477 24,477 0

【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 　
　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、小学校及び中
学校でスポーツギネス新宿を実施します。

東京2020オ
リンピック・
パラリンピッ
クを契機と
した教育の

推進

・小学校スポーツギネス新宿の実施
   各学校で10種目の運動を実施
・中学校スポーツギネス新宿の実施
　 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】
　　教育指導課指導係　　　電話（直通）５２７３－３０８４

特定財源 0

一般財源 4,056 一般財源 4,056 一般財源 0

３２④

枝事業名 4,056 4,056 0

スポーツギネス新
宿の推進

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とし、児童・生徒が、パラリンピック競
技を通して障害への理解や障害者との共生について学ぶ機会とするため、各学校で障害者
スポーツ選手との交流を交えながら障害者スポーツを体験するなど、障害者理解教育を推
進します。
　また、大会終了後においても、障害への理解を深める教育を実施するために、学年を超
えて活用できる教材を用い、継続的に児童・生徒の心の成長を促します。

東京2020オ
リンピック・
パラリンピッ
クを契機と
した教育の

推進

・障害者スポーツ体験事業
　　全小・中学校及び特別支援学校で、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
　　以下のスポーツから1つを選択
　　（1）ブラインドサッカー
　　（2）車椅子バスケットボール
　　（3）ゴールボール
　　（4）シッティングバレーボール
　　（5）ボッチャ

・障害者理解教育推進教材の作成（3,000部）（新規）

［教育委員会］

【調整内容】
　委託料の精査による減額　△1,588千円
　特定財源　都支出金を減額　△41千円

【担当】
　　教育指導課指導係　　　電話（直通）５２７３－３０８４

特定財源 △ 41

一般財源 11,957 一般財源 13,504 一般財源 △ 1,547

３２③

枝事業名 14,796 16,384 △ 1,588

障害者理解教育の
推進

【拡充】

特定財源 2,839 特定財源 2,880



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

３３①

枝事業名 165 346 △ 181

ＩＣＴを活用した英語
教育の推進

【新規】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源

一般財源 165 一般財源 346

0

一般財源 △ 181

計画事業名
　学習指導要領の改訂に伴い、小学3・4年生で外国語活動が導入されるとともに、小学5・
6年生で英語が教科化されることを踏まえ、英語の習得と国際感覚の醸成のため、全小学校
にデジタル教材を導入し、英語に対する関心・意欲を高めるとともに、効果的・効率的な
学習に結び付くよう活用します。

国際理解教
育及び英語
教育の推進

・デジタル教材の導入　小学校2校

［教育委員会］

【調整内容】
　消耗品費の精査による減額　△181千円

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５４

３３②

枝事業名 39,744 39,744 0

コミュニケーション
能力を高め国際理
解を深める英語教

育の推進

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 39,744 一般財源 39,744 一般財源 0

計画事業名
　小学校全学年に対し外国人英語教育指導員による質の高い授業を実施することで、英語
教育の充実を図るとともに、外国の文化や生活に触れる機会とし、国際理解を深めていく
ことにつなげます。

国際理解教
育及び英語
教育の推進

・外国人英語教育指導員による授業の実施
　小学1・2年（年間10時間）
　　　3・4年（年間20時間→35時間）（拡充）
　　　5・6年（年間35時間）

［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

３３③

枝事業名 3,199 3,305 △ 106

英検チャレンジ

【新規】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 3,199 一般財源 3,305 一般財源 △ 106

計画事業名
　生徒が自らの英語力を確認し、目標を持って学習に取り組むことができるようにするた
め、実用英語技能検定（英検）受験を希望する原則中学２年生を対象として、英検受験に
かかる費用について補助します。

国際理解教
育及び英語
教育の推進

・検定料の助成
　区立中学2年生（原則）

［教育委員会］

【調整内容】
　役務費の精査による減額　△106千円

【担当】
　　教育支援課教育活動支援係　　　電話（直通）３２３２－１０５４



　６　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

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
　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
専門性を持った民間団体と連携し、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名、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名、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

特定財源 0

一般財源 11,032 一般財源 11,032 一般財源 0

３５③

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

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。こう
した生活保護以外の支援により、就労の確保とアパートへの転宅を実現し、再び路上生活
に戻らず安定した生活を営めるよう支援するとともに、就労自立した者には、アフターケ
アを行います。

ホームレス
の自立支援

の推進

・就労支援
　　相談員2名
・日常生活訓練
　　NPOが借上げたアパートを利用
　　　アパート定員：6名
　　　利用期間　　：1名原則3か月（延長して6か月以内）
・巡回活動による入居の働きかけ

［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

特定財源 0

一般財源 3,586 一般財源 3,586 一般財源 0

３５②

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

計画事業名
　拠点相談所「とまりぎ」において、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、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、相談員等　3名

［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

特定財源 0

一般財源 6,448 一般財源 6,448 一般財源 0

３５①

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



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 　
　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　250名（年間）
・民間との連携による支援  　  140名（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

特定財源 0

一般財源 8,713 一般財源 8,713 一般財源 0

３６①

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

３６②

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

37,949 0

特定財源 28,461 特定財源 0

9,488 一般財源 9,488 一般財源 0

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名（年間）
・小・中学生とその保護者を対象とした支援　　　　 40名（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

３７

枝事業名 60,155 62,650 △ 2,495

特定財源 40,769 特定財源 42,652 特定財源 △ 1,883

一般財源 19,386 一般財源 19,998 一般財源 △ 612

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」において、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。
　支援の実施にあたっては、一人ひとりの状況に応じた自立支援計画を作成し、各種支援
事業を効果的に活用した包括的で寄り添い型の支援を行っていきます。また、社会福祉協
議会など関係機関と連携し、生活困窮者を早期に発見する体制を強化します。

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

［福祉部］

【調整内容】
　住居確保給付金の精査による減額　△2,537千円
  委託料を増額　42千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△1,883千円
【担当】
　　生活支援担当課生活支援係　　　電話（直通）５２７３-３８７７



　７　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

0

6,550 一般財源 △ 1

３８①

枝事業名 6,549 6,550 △ 1

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

計画事業名
　男女共同参画社会の実現を目指すとともに、多様な生き方を認め合う社会づくりに向け
て、「男女共同参画フォーラム」や啓発講座等を開催するとともに、区民の問題意識を取
り入れた情報誌「ウィズ新宿」を発行します。また、小学校高学年向けの男女共同参画に
関する意識啓発誌を引き続き配布するとともに、新たに中学生へ向けた取組として、講座
の実施と啓発誌の作成・配布を行っていきます。

男女共同参
画の推進

・男女共同参画フォーラムの開催　年1回
・啓発講座の開催　全24回
・情報誌の発行（ウィズ新宿）　年3回
・小学校高学年向け啓発誌の配布
・中学生向け男女共同参画の意識啓発に関する講座等の開催（新規）

［子ども家庭部］

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△1千円

【担当】
　　男女共同参画課　　　電話（直通）３３４１－０８０１

特定財源 0

一般財源

0

6,549 一般財源

0 特定財源

【拡充】

特定財源 0

一般財源 1,509 1,525

特定財源

　「新宿区第二次配偶者等暴力防止及び被害者支援基本計画」に基づき、配偶者等からの
暴力（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
の啓発講座等を開催し、広くＤＶ防止の意識啓発を行っていきます。

一般財源 △ 16

特定財源 0

1,525 △ 16

配偶者等か
らの暴力の

防止

・ＤＶ防止啓発講座　3回
・ＤＶ防止のための啓発グッズの作成・配布（新規）
・ＤＶ防止のための啓発動画作成（新規）

［子ども家庭部］

【調整内容】
　委託料等の精査による減額　△16千円

３９

枝事業名 1,509

計画事業名

【担当】
　　男女共同参画課　　　電話（直通）３３４１－０８０１

一般財源



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

４０

枝事業名 6,979 6,803 176

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 6,979 一般財源 6,803 一般財源 176

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行っていきます。

ワーク・ライ
フ・バランス
（仕事と生
活の調和）
の推進

・ワーク・ライフ・バランス推進（宣言）企業認定のための
　　申請企業ヒアリング　30回

・コンサルタントの派遣　60回

・推進優良企業表彰

・ワーク・ライフ・バランスセミナー、勉強会　3回→6回（拡充）

［子ども家庭部］

【調整内容】
　託児委託の回数増による委託料の増額　176千円

【担当】
　　男女共同参画課　　　電話（直通）３３４１－０８０１

一般財源 3,159 一般財源

４１

枝事業名 3,517

0 特定財源

3,159 358

特定財源

計画事業名 　
 日頃、区政との関わりの少ない若者世代の意見やアイデアを区政に反映させるための効果
的な仕組みづくりに取り組みます。

若者の区政
参加の促進

・しんじゅく若者会議の開催

・しんじゅく若者意識調査の実施

［総合政策部］

【調整内容】
　若者会議実施委託内容の見直し等による増額　358千円

0 特定財源

3,517

【担当】
　　区政情報課広聴係　　　電話（直通）５２７３－４０６５

0

一般財源 358



　８　地域の課題を共有し、ともに考え、地域の実情に合ったまちづくりの推進

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】
　積立金の増額　4千円
　特定財源　財産収入を増額　4千円

【担当】
　　地域コミュニティ課管理係　　　電話（直通）５２７３－３８７２

15,453 一般財源 15,453 一般財源 0

計画事業名
　区民、事業者等からの寄附金による協働推進基金を原資として、ＮＰＯ等の多様な団体
が実施する地域課題の解決に向けた事業に対して助成を行うことにより、多様な主体との
協働をさらに推進していきます。

多様な主体
との協働の

推進

・協働支援会議の開催
　※協働事業の評価及び審査機能を追加（拡充）
   14回　委員8名

・協働推進基金を活用した助成
　 団体への事業助成　助成総額200万円　4事業

・従来の協働事業提案制度による事業の実施
　 2事業

［地域振興部］

４３

枝事業名 17,463 17,459 4

【拡充】

特定財源 2,010 特定財源 2,006 特定財源 4

一般財源

４２

枝事業名 3,909 4,083

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

△ 174

一般財源 3,909 一般財源 4,083 一般財源 △ 174

計画事業名
　新宿区町会連合会と連携して、地域の様々な課題に取り組むとともに、地域住民の親睦
や地域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を図
ります。課題であるマンション等集合住宅居住者や若年層に町会・自治会活動への理解や
参加を促す周知活動を検討、実施します。

町会・自治
会活性化へ

の支援

・専門家（アドバイザー）による支援
　(1)行政書士によるアドバイザー制度
　　　町会・自治会の法人化や会則等に関する相談について、行政書士を派遣

　(2)ブログ・ＳＮＳ等作成アドバイザー
　　　町会・自治会がブログやＳＮＳを立ち上げるための講習会等を開催

　(3)講演会及びコンサルティングの実施（新規）
　　　効果的な加入促進等の講演会及び単一町会のコンサルティングを実施

・町会・自治会活性化支援のための印刷物の作成

・区町会連合会・宅建協会・不動産協会との連携
　賃貸住宅居住者等への町会・自治会加入促進

［地域振興部］

【調整内容】
　印刷経費の精査による減額　△174千円

【担当】
　　地域コミュニティ課コミュニティ係　　　電話（直通）５２７３－４１２７



　９　地域での生活を支える取組の推進

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

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。

高齢者や障
害者等の住
まい安定確

保

・協定保証会社等へのあっ旋
・保証料助成　　35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

特定財源 0

一般財源 1,509 一般財源 1,509 一般財源 0

４６

枝事業名 1,509 1,509 0

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない人が地域の中で安心し
て暮らし続けられるように、成年後見制度の推進機関である新宿区成年後見センターを中
心に、成年後見制度の普及啓発や相談機能の充実等を行い、制度の利用促進を図っていま
す。また、市民後見人の養成と活用に取り組んでいくとともに、今後、関係機関との連携
を強化しながら、新宿区社会福祉協議会による法人後見を実施していきます。

成年後見制
度の利用促

進

・成年後見制度の普及啓発
・成年後見・権利擁護相談の実施
・成年後見人等への支援
・市民後見人受任者の推薦・支援
・法人後見の受任（新規）
・法人後見監督の受任（新規）

［福祉部］

【調整内容】
　委託料の増額　509千円
　その他補助金を減額　△575千円
　特定財源　都支出金を減額　△272千円

【担当】
　　地域福祉課福祉計画係　　　電話（直通）５２７３－３５１７

特定財源 14,666 特定財源 △ 272

一般財源 53,828 一般財源 53,622 一般財源 206

４４

枝事業名 68,222 68,288 △ 66

【拡充】

特定財源 14,394

４５

枝事業名 277,842 277,957 △ 115

【拡充】

特定財源 78,545 特定財源 91,290 特定財源

12,630

△ 12,745

一般財源 199,297 一般財源 186,667 一般財源

計画事業名
　新宿区勤労者・仕事支援センターにおいて、障害の有無や年齢・性別を問わず、地域の
一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、働きたいのに働きにくいすべての人
に対して就労支援事業及び無料職業紹介事業を実施し、総合的な就労支援を行います。

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

・就労支援事業
　(1)総合相談事業
　(2)若年者就労支援事業
　　　若年者就労支援室「あんだんて」
　　　はじめの一歩応援事業
　　　若者ここ・からステップアップ事業（新規）
　(3)障害者等就労支援事業
　(4)受注センター事業
　(5)コミュニティショップ運営事業
　(6)ＩＴ就労訓練事業
・無料職業紹介事業
　(1)新宿わく☆ワーク
　(2)ここ・からジョブ新宿

［文化観光産業部］

【調整内容】
　補助金の精査による減額　△115千円
　特定財源　都支出金を減額　△12,745千円

【担当】
　　消費生活就労支援課消費生活就労支援係　電話（直通）５２７３－３９２５



　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

【調整内容】
　見積りのとおり

1,167,469

Ⅱ　新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

４７① 846,071特定財源

特定財源

998,661

一般財源 一般財源 238,345

168,808

特定財源 760,316 特定財源 85,755

【担当】
　　防災都市づくり課　　　電話（直通）５２７３－３８４２
　　建築指導課　　　　　　電話（直通）５２７３－３７４５

一般財源 83,053

　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。

321,398

　擁壁等に対する安全化指導及び啓発、道路に面する擁壁等の現況点検、擁壁等の改修検討時の
安全化促進の支援、擁壁等の改修工事に対する助成を行います。

【調整内容】
　木造建築物への支援制度拡充等に伴う増額　168,808千円
　特定財源　国庫支出金及び都支出金を増額　85,755千円

・木造建築物
　　予備耐震診断委託　           26件
    詳細耐震診断・補強設計費補助　6件　※補助上限額150千円→300千円（拡充）

 ＊耐震診断及び補強設計に新たな支援メニューを設定し、期間を短縮（拡充）
　　詳細耐震診断委託　224件     ※制度新設〈新規〉
　　補強設計費補助　　117件      ※制度新設（補助上限額170千円）（新規）

　　耐震改修工事費補助　53件
　　　※区内全域に重点地区の補助率及び補助上限額を適用（拡充）
　  工事監理費補助    　53件

・非木造建築物
　　予備耐震診断委託（アドバイザー派遣）    95件
　　予備耐震診断委託(簡易耐震診断)　        53件
　　耐震診断費補助　   25件     補強設計費補助  　 15件
　　耐震改修工事費補助　6件

・特定緊急輸送道路沿道建築物
　　耐震診断費補助　    1件　    補強設計費補助  　 15件
　　耐震改修工事費補助 10件
　　耐震改修工事費補助（Ｉｓ値0.3未満加算）   2件
　　除却・建替費補助　  2件

・耐震シェルター設置費補助   　5件
・耐震ベッド設置費補助　      10件
・ブロック塀等除去工事費補助　10件
・がけ調査委託              　10件
・普及啓発業務
・既設エレベーター防災対策改修費補助　20件

0

一般財源

枝事業名

４７②

枝事業名 17,559

擁壁・がけの安全
化の総合的な支援

特定財源 0

計画事業名

建築物等
の耐震性

強化

［都市計画部］

計画事業名

17,559 0

特定財源 0

建築物等耐震化支
援事業

【拡充】

0

建築物等
の耐震性

強化

・安全化指導・啓発　（約1,200件）
・現況点検
・安全化促進の支援をする専門家派遣　（8件）
　　擁壁改修に関する提案を行うコンサルタント派遣　5件
　　土砂災害警戒区域の専門技術者の派遣　3件
・改修工事費助成　（7件）
　　（助成の対象となる擁壁）
　　建築基準法に基づく道路に近接する高さ1.5ｍ以上の擁壁
　　急傾斜地崩壊危険区域・箇所、それに準ずる高さ5ｍ以上の擁壁

［都市計画部］ 【担当】
　　建築指導課　　　電話（直通）５２７３－３７４５

17,559 一般財源 17,559 一般財源



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

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

60,639

一般財源 22,495一般財源 58,108 35,613

83,134284,504 201,370

165,757 特定財源

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、地区の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 　面積約15.6ｈａ

　　　建替促進補助金（共同建替1件）
　　　　　道路用地取得（106㎡）
　　　　　道路用地整備（148㎡）

［都市計画部］

木造住宅密集地域
の整備促進（若葉・

須賀町地区）

４８①

【調整内容】
　事業進捗等に伴い補助金を増額　　 8,274千円
　事業進捗等に伴い道路用地取得費等を増額 　74,860千円
　特定財源　国庫支出金及び都支出金を増額　　60,639千円

枝事業名

特定財源 226,396

一般財源

枝事業名 3,379

特定財源

3,383

一般財源 2,152

【担当】
　　防災都市づくり課　　　電話（直通）５２７３－３８４２

△ 4

不燃化推進特定整
備事業（西新宿五

丁目地区）

特定財源 1,231 特定財源 1,231 特定財源 0

一般財源 2,148 一般財源 △ 4

計画事業名 　
　西新宿五丁目地区において、不燃化推進特定整備事業を活用し、地域住民との協働によるまちづ
くりを進め、新たな防火規制区域の指定や地区計画等の策定に向けた取組を行うことにより、地区の
防災性の向上を着実に進めていきます。

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 　面積約12.3ｈａ

［都市計画部］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△4千円

【担当】
　　防災都市づくり課　　　電話（直通）５２７３－３８４２

４８②

４８③

枝事業名 89,841 89,841 0

木造住宅密集地域
における不燃化建

替え促進

特定財源 41,060 特定財源 41,060 特定財源 0

一般財源 48,781 一般財源 48,781 一般財源 0

計画事業名  
　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、地域住民により
新防火規制又は地区計画が策定され、災害に強いまちづくりが推進されている地区を対象に、耐火
建築物又は準耐火建築物への不燃化建替え及び既存木造建築物の除却に対し助成を行い、火災
に強いまちを実現します。

木造住宅
密集地域
の防災性

強化

・不燃化建替え・除却助成
　建替え  37件
　除却　　 5件

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　防災都市づくり課　　　電話（直通）５２７３－３８４２



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】
　国庫支出金の配分額変更等に伴い補助金を増額　　 378,314千円
　特定財源　国庫支出金及び都支出金を増額　　227,057千円

【担当】
　　防災都市づくり課　　　電話（直通）５２７３－３８４４

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
生機構への運営の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

対象地区
　・四谷駅前地区　　面積約2.4ｈａ
　
　　　共同施設整備費助成

市街地再開発事業
助成（四谷駅前地

区）

特定財源

一般財源 665,016 一般財源 513,759 一般財源 151,257

227,057997,332 特定財源 770,275 特定財源４９①

枝事業名 1,662,348 1,284,034 378,314

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。
　西新宿五丁目中央南地区を対象に、都市再開発法に基づく手続き、再開発組合への運営の支援
及び補助金の交付を行います。

再開発に
よる市街地
の整備

［都市計画部］
【担当】
　　防災都市づくり課　　　電話（直通）５２７３－３８４４

【調整内容】
　見積りのとおり

市街地再開発事業
助成（西新宿五丁
目中央南地区）

40,884 0

対象地区
　・西新宿五丁目中央南地区　　面積約0.8ｈａ

　　　調査設計計画費助成

一般財源

102,084 102,084 0

一般財源 40,884 一般財源

0特定財源特定財源 61,200 特定財源 61,200４９②

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
　防災・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
　・西新宿三丁目西地区　　　面積約4.8ｈａ（準備組合検討面積）
　・高田馬場駅東口地区　　　面積未定

［都市計画部］

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△1千円

【担当】
　　防災都市づくり課　　　電話（直通）５２７３－３８４４

0

一般財源 175 一般財源 176 一般財源 △ 1

特定財源４９④

枝事業名 175 176 △ 1

市街地再開発の事
業化支援

特定財源 0 特定財源 0

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の交付を行います。

再開発に
よる市街地
の整備

対象地区
　・西新宿五丁目北地区　　面積約2.5ｈａ

　　　土地整備費助成

［都市計画部］

【調整内容】
　事業進捗等に伴い補助金を減額　　 △890,000千円
　特定財源　国庫支出金及び都支出金を減額　　△534,000千円

【担当】
　　防災都市づくり課　　　電話（直通）５２７３－３８４４

△ 534,000

一般財源 44,084 一般財源 400,084 一般財源 △ 356,000

特定財源４９③

枝事業名 110,084 1,000,084 △ 890,000

防災街区整備事業
助成（西新宿五丁

目北地区）

特定財源 66,000 特定財源 600,000



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
　主要な区道や駅周辺、公共施設の周辺において、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

・女子医大通り（特別区道31-1380）（新規）
　　共同溝基本設計

・聖母坂通り（特別区道23-1361）
　　道路築造工事第Ⅱ期、引込連系管工事

・補助第72号線第Ⅰ期
　　引込連系管工事

・甲州街道脇南側区道（特別区道11-260）
　　共同溝本体工事、引込連系管工事、道路築造工事

・信濃町駅周辺（特別区道43-120）（拡充）
　　共同溝本体工事、引込連系管設計

・四谷駅周辺（特別区道42-540）（新規）
　　共同溝基本設計

・無電柱化推進計画策定（新規）

［みどり土木部］

【調整内容】
　特定財源　国庫支出金を減額　△21,129千円
　特定財源　都支出金を増額　6,756千円

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５

△ 14,373

一般財源 448,101 一般財源 433,728 一般財源 14,373

特定財源５１

枝事業名 561,163 561,163 0

【拡充】

特定財源 113,062 特定財源 127,435

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

・年間合意距離  約6.0ｋｍ
・年間整備距離  約2.5ｋｍ

［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）５２７３－３７３３

0

一般財源 285,890 一般財源 285,890 一般財源 0

特定財源５０

枝事業名 368,734 368,734 0

特定財源 82,844 特定財源 82,844



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  
　道路・公園擁壁の改修及び補修を行うことで、周辺の安全性を確保していきます。

道路・公園
の防災性
の向上

・赤城元町道路擁壁改修工事（拡充）
・四谷四丁目道路擁壁改修工事（拡充）
・経過観察及び応急対応

［みどり土木部］

【調整内容】
　工事費の精査による減額　△860千円

【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

特定財源 0

一般財源 91,022 一般財源 91,882 一般財源 △ 860

５２②

枝事業名 91,022 91,882 △ 860

道路・公園擁壁の
安全対策

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　水害の発生した地域等において、経年劣化により透水機能が低下した舗装等の機能回復や浸透
施設の拡充を実施していくことで、区内における水害が軽減し、災害に強いまちづくりを進めます。

道路・公園
の防災性
の向上

・透水性舗装　2,500㎡相当

［みどり土木部］

【調整内容】
　工事費の精査による減額　△1,262千円

【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 46,306 一般財源 47,568 一般財源 △ 1,262

５２①

枝事業名 46,306 47,568 △ 1,262

道路の治水対策

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
　平成２３年度に策定した「橋りょう長寿命化修繕計画」に基づく計画的な修繕・補強の実施により、橋
りょうの健全かつ安全な維持管理を行います。
　また、平成２８年度に実施した橋りょう定期点検の結果を踏まえ、同計画の改定を行います。
　

まちをつな
ぐ橋の整

備

・補修設計委託（新規）
　(1)柳橋
　(2)柏橋
　(3)大正橋

・橋りょう長寿命化修繕計画の改定（新規）

［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 23,760 一般財源 23,760 一般財源 0

５３

枝事業名 23,760 23,760 0

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

５２③

枝事業名 75,610 75,610 0

道路・公園における
バッテリー内蔵型
LED灯の整備

【新規】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 75,610 一般財源 75,610 一般財源 0

計画事業名
　夜間の災害停電時の際、避難場所（広域）内の公園及び周辺区道や、災害時に医療救護所を設置
する避難所の小中学校周辺の区道の照明を点灯し、避難経路等の安全を確保することで、安全・安
心なまちづくりを進めていきます。

道路・公園
の防災性
の向上

バッテリー内蔵型ＬＥＤ灯の整備

・避難場所（広域）内の公園等　４か所
　(1)公園灯　　11基
　(2)道路灯　　15基

・医療救護所を設置する避難所周辺区道　　３か所
　(1)道路灯　　 9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
　　みどり公園課公園計画係　　　電話（直通）５２７３－３９１５



　２　災害に強い体制づくり

予算額 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
　災害対策基本法に定める個別計画の内容に加え、災害時において要配慮者が在宅あるいは避難
所で生活を継続するために必要な事項等を記載する要配慮者災害用セルフプランのひな形を作成・
公開し、普及に努めます。
　また、福祉避難所の開設・運営訓練を実施し、災害時応急体制の強化を図ります。

福祉避難
所の充実と
体制強化

・福祉避難所開設・運営訓練の実施
・セルフプランのひな形の作成・公開
・セルフプラン周知用物品の配布

［福祉部］

【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

【担当】
　　地域福祉課福祉計画係　　　電話（直通）５２７３－３５１７

特定財源 0

一般財源 3,584 一般財源 3,574 一般財源 10

５６

枝事業名 3,584 3,574 10

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　避難所において配慮を要する方の安全及び安心を確保するために、女性をはじめ配慮を要する方
の視点を取り入れた避難所の管理運営体制の充実を図ります。

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

女性をはじめ配慮を要する方の視点でのワークショップの実施（新規）

　　特別出張所管轄地区　2地区

［危機管理担当部］

【調整内容】
　　見積りのとおり

【担当】
　　危機管理課地域防災係　　　電話（直通）５２７３－３８７４

特定財源 0

一般財源 4,320 一般財源 4,320 一般財源 0

５５

枝事業名 4,320 4,320 0

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

-

【担当】
　　危機管理課地域防災係　　　電話（直通）５２７３－３８７４

【調整内容】
　　見積りのとおり　※事業費は「４３多様な主体との協働の推進」に計上

特定財源

一般財源 -

５４

枝事業名 -

計画事業名 　
　NPO、ボランティア団体、企業等の多様な主体と連携して、楽しみながら防災を学べるイベントを実
施し、日頃、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進することにより防災
意識の向上を図ります。
　また、防災イベントなどを通して、地域防災の新たな担い手の発掘・育成、地域の顔の見える関係づ
くりを推進し、自助・共助による地域防災力を強化していきます。

多様な主
体との連携
による多世
代への防
災意識の
普及啓発

・防災イベントの実施　1回　　3,300千円

［危機管理担当部］

※事業費は「４３多様な主体との協働の推進」に計上しています。



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 　
　区内の住宅の約８割がマンション等の集合住宅であることから、マンション住民への防災意識の啓
発やマンション防災への取組を支援します。

マンション
防災対策
の充実

・長周期地震動シミュレータを用いた防災訓練　年4回実施

［危機管理担当部］

【調整内容】
　　見積りのとおり

【担当】
　　危機管理課地域防災係　　　電話（直通）５２７３－３８７４

特定財源 0

一般財源 1,728 一般財源 1,728 一般財源 0

５９

枝事業名 1,728 1,728 0

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　避難所の食糧等備蓄物資の更新を計画的に行うとともに、備蓄物資の品目や数量等を精査して災
害時の避難所の機能維持を図ります。
　また、避難所の備蓄物資を補完するための拠点区備蓄倉庫を整備し、災害時における円滑な備蓄
物資の供給体制を確保します。

災害用備
蓄物資の

充実

・備蓄物資の充実（拡充）
　　物資の新規配備：活動用ベスト、寝袋等
・避難所用備蓄物資の更新
・在宅避難者及び帰宅困難要援護者用物資の更新
・帰宅困難者用物資の更新
・避難所備蓄倉庫の整備

［危機管理担当部］

【調整内容】
　備蓄物資購入費（消耗品費）の精査による減額　△137千円

【担当】
　　危機管理課地域防災係　　　電話（直通）５２７３－３８７４

特定財源 0

一般財源 78,715 一般財源 78,852 一般財源 △ 137

５７

枝事業名 78,715 78,852 △ 137

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

５８

枝事業名 19,434 20,143 △ 709

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

一般財源 19,434 一般財源 20,143 一般財源 △ 709

計画事業名
　医療救護所、避難所及び災害医療救護支援センターに備蓄している医薬品・医療資器材等を計画
的に更新し、機能維持を図ります。
　また、医療救護所の開設・運営訓練の実施、新宿区災害医療運営連絡会等の開催により、災害医
療体制を充実させます。

災害医療
体制の充

実

・医療資器材等の計画的な更新
・医療救護所10か所の訓練の実施（拡充）
・新宿区災害医療運営連絡会等の開催　年3回
・看護師確保策の検討
・災害医療救護支援センターのマニュアル策定

［健康部］

【調整内容】
　医療資材購入費等の精査による減額　△709千円

【担当】
　　健康政策課健康企画係　　　電話（直通）５２７３－３０２４

特定財源 0



　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

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】
　非常勤職員報酬の単価改定による増額　22千円
　委託料等の精査による減額　△372千円

【担当】
　　危機管理課危機管理係　　　電話（直通）５２７３－３５３２

一般財源 56,758 一般財源

計画事業名
　客引き行為等を防止するため、地域・警察・区が一体となってパトロールなどの防犯活動を行ってい
きます。
　また、危険薬物の撲滅に向けて、関係機関との連携を強化していきます。

客引き行
為防止等
の防犯活
動強化

・客引き行為等防止対策
　　客引き行為等防止パトロールの実施
・危険ドラッグ対策の推進
　　地域や関係機関との連携によるキャンペーンの実施

［危機管理担当部］

一般財源 △ 350

特定財源 0 特定財源 0 特定財源６１

枝事業名 56,408 56,758 △ 350

0

56,408

5,881 △ 5

一般財源 5,876

3,981 6

６０

枝事業名 5,876

【拡充】

特定財源 0

計画事業名
　安全推進地域活動重点地区や防犯ボランティアグループ相互が連携または協働した防犯活動を促
進するとともに、区は警察等と連携を図りながら活動を支援していきます。

特定財源 0 特定財源 0

700 特定財源

一般財源 5,881 一般財源 △ 5

安全安心
推進活動
の強化

・重点地区の連携・協働活動　2回
・しんじゅく安全・安心情報ネットの運用
・まちの犯罪抑止広報制作（拡充）

［危機管理担当部］

【調整内容】
　防犯用啓発物品購入費（消耗品費）の精査による減額　△5千円

【担当】
　　危機管理課危機管理係　　　電話（直通）５２７３－３５３２

６２

枝事業名 3,987

0

一般財源 3,281 一般財源 6

特定財源 700 特定財源

計画事業名

新型インフ
ルエンザ等
対策の推

進

［健康部］
【担当】
　　保健予防課予防係　　　電話（直通）５２７３－３８５９

　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に努めるとともに、関係機
関による新型インフルエンザ対策連絡会を開催し、地域医療機関等との連携強化を図ります。また、
発生時の様々な状況を想定した訓練を実施し、体制の整備を進めます。

3,287 一般財源

・区内診療所及び薬局への院内備蓄の準備支援
・区民等への普及啓発
・発生時に向けた訓練の実施　5回
　（うち接種会場となる施設での住民接種訓練　1回）
・発生時新型インフルエンザ相談センターの設置・運営
・備蓄用予防薬（タミフル）の購入

【調整内容】
　非常勤職員の報酬単価の改定による増額　6千円



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

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 千円一般財源

【拡充】

特定財源 673

【調整内容】
　　事業事務費の精査による減額　△67千円
　　特定財源　国庫支出金を増額　　216千円

【担当】
　　住宅課居住支援係　　　電話（直通）５２７３－３５６７

2,177 一般財源 2,460 一般財源 △ 283

６５ 特定財源

枝事業名 2,850

計画事業名
　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。

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
・マンション管理相談員派遣（拡充）　 24件→35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（拡充 ）2回→3回
・マンション管理組合交流会の開催　 　　  　 2回
・広報等による周知啓発（拡充）

［都市計画部］

2,917

一般財源 9,918 一般財源 0

【調整内容】
　　見積りのとおり

216457 特定財源

△ 67

計画事業名 　
　アスベスト対策が必要な建築物所有者等に対して継続的に吹付けアスベスト除去等工事の啓発、
助言、安全化指導を行います。また、吹付けアスベスト調査員派遣の実施や除去等工事費用の助成
を行うことで、アスベスト対策の促進を図ります。

アスベスト
対策

・含有調査への助成・調査員派遣　10件
・除去等工事への助成　7件

［都市計画部］
【担当】
　　建築調整課　　　電話（直通）５２７３－４２６８

17,968 0

特定財源 8,050 8,050 特定財源 0

一般財源 9,918

17,968

特定財源６４

枝事業名

特定財源 0

一般財源 0

６３

枝事業名 98,928 98,928 0

特定財源 0

計画事業名

路上喫煙
対策の推

進

［環境清掃部］
【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、DVD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
　・喫煙所改修に向けた調整

特定財源 0

一般財源 98,928 一般財源

【調整内容】
　見積りのとおり

98,928



　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
　２０２０年の新宿駅東西自由通路供用開始にあわせ、来街者にとって安全で快適な歩
行者滞留空間を創出するため、東口駅前広場緊急整備を進めます。

新宿駅周
辺地区の
整備推進

・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】
　　新宿駅周辺整備担当課　　　電話（直通）５２７３－４１６４

特定財源 0

一般財源 10,994 一般財源 10,994 一般財源 0

６６③

枝事業名 10,994 10,994 0

新宿駅東口広場等
の緊急整備

特定財源 0 特定財源 0

0

 
　新宿駅東西自由通路の整備は、鉄道施設で分断された東西のまちがつながることで歩
行者の利便性を向上させ、新宿駅周辺の歩行者の回遊性向上により賑わいを創出してい
きます。
　区は、ＪＲ東日本と連携して新宿駅構内の北通路（青梅通路）を自由通路として整備
することを促進します。

新宿駅周
辺地区の
整備推進

・工事費補助

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　新宿駅周辺整備担当課　　　電話（直通）５２７３－４１６４

計画事業名

新宿駅直近地区の
まちづくり

枝事業名

６６②

枝事業名 332,980

新宿駅東西自由通
路の整備

特定財源 0

計画事業名

新宿駅周
辺地区の
整備推進

332,980 0

特定財源 0

【調整内容】
　見積りのとおり

0

一般財源 011,370一般財源 一般財源 11,370

【担当】
　　新宿駅周辺整備担当課　　　電話（直通）５２７３－４１６４

11,370 0

特定財源 0 特定財源 0６６① 0特定財源

特定財源

11,370

Ⅲ　賑わい都市・新宿の創造

［都市計画部］

　
　日本有数のターミナル駅に相応しい駅前空間を創造するため、駅前広場を中心とした
都市基盤と沿道のまちづくりと連携した整備方針に基づき、利便性や回遊性を高めなが
ら、新宿の国際競争力を高める総合的なまちづくりを推進します。
　東西駅前広場再整備と駅直近地区のまちづくりを進めるため、都市計画手続きととも
に事業化に向けた調整を行います。

・都市計画手続き
・関係機関等調整

一般財源 332,980 一般財源 332,980 一般財源



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

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　都支出金を減額　△4,208千円
　特定財源　特別区債を追加　81,000千円

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５

計画事業名
　来街者にとって安全で快適な歩行者空間を創出するため、東南口前区道の整備を行い
ます。

新宿駅周
辺地区の
整備推進

新宿駅東南口道路整備工事（新規）

［みどり土木部］

一般財源 9,493 一般財源 86,285 一般財源 △ 76,792

新宿駅東口広場等
の緊急整備

【新規】

特定財源 86,792 特定財源 10,000 特定財源６６③

枝事業名 96,285 96,285 0

76,792

計画事業名
　新宿駅周辺地区における連続的な地下歩行者ネットワークの整備によって、地上部
と地下部の多層的な歩行者ネットワークを構築し、まち全体の賑わい創出や歩行者の
回遊性向上を図ります。また、沿道のまちづくり事業等との連携や関係機関等との調
整を行い、事業化を促進します。

新宿駅周
辺地区の
整備推進

・関係機関等協議、調整

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　新宿駅周辺整備担当課　　　電話（直通）５２７３－４１６４

特定財源 0

一般財源 5,000 一般財源 5,000 一般財源 0

６６⑤

枝事業名 5,000 5,000 0

靖国通り地下通路
延伸に向けた支援

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　２０２０年の新宿駅東西自由通路供用開始や東京オリンピック・パラリンピック開催
を見据え、まちの賑わいと魅力をより向上させるため、新宿通りを歩きやすく魅力的な
歩行者空間としてモール化を行い、歩いて楽しいまちづくりを進めます。

新宿駅周
辺地区の
整備推進

・モール化に向けた検討
　（賑わい創出・荷捌き集約化社会実験の実施）

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　新宿駅周辺整備担当課　　　電話（直通）５２７３－４１６４

特定財源 0

一般財源 27,257 一般財源 27,257 一般財源 0

６６④

枝事業名 27,257 27,257 0

新宿通りモール化

特定財源 0 特定財源 0



　２　誰もが安心して楽しめるエンターテイメントシティの実現

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

一般財源 41,747

　新宿区民の安全安心の推進に関する条例に基づき、不法看板と放置自転車をなくし、
交通弱者を含む歩行通行者等の安全性確保や、災害時における防災空間の確保を行いま
す。

41,747 40,703 1,044

特定財源

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

40,703 一般財源 1,044

６７②

枝事業名

計画事業名

計画事業名

歌舞伎町
地区のまち
づくり推進

歌舞伎町
地区のまち
づくり推進

クリーン作戦プロ
ジェクトの推進

（安全・安心対策と
環境美化）

・不法看板等の撤去、啓発の推進
・放置自転車に対する啓発活動の推進

［みどり土木部］

【調整内容】
　整理指導委託単価増による増額　1,044千円

【担当】
　　交通対策課自転車対策係　　　電話（直通）５２７３－３８９６
　　交通対策課監察指導係　　　　電話（直通）５２７３－３８４７

29,507 一般財源

0 特定財源 0

一般財源

特定財源 0

一般財源 29,507 一般財源 0

６７②

枝事業名 29,507 29,507 0

クリーン作戦プロ
ジェクトの推進

（安全・安心対策と
環境美化）

特定財源 0 特定財源 0

24,792 一般財源 22,321 一般財源 2,471

計画事業名
　歌舞伎町を誰もが安心して楽しめるまちに再生する取組「歌舞伎町ルネッサンス」を
推進するため、歌舞伎町タウン・マネージメント（ＴＭＯ）が実施する各事業を支援し
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。

［東京オリンピック・
パラリンピック開催

等担当部］

22,321 2,471

地域活性化プロ
ジェクトの推進

（賑わいづくりと新
たな文化の創造・

発信）

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源

６７①

枝事業名 24,792

【担当】
 　 東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課
                               電話（直通）５２７３－４２２０

【調整内容】
　運営支援補助金の増額　2,471千円

　
　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。

【調整内容】
　見積りのとおり



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

　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

まちづくりプロジェク
トの推進

（健全で魅力あふ
れるまちづくり）

【拡充】

特定財源

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５

計画事業名

歌舞伎町
地区のまち
づくり推進

0

「歌舞伎町街並みデザインガイドライン」に基づき、周辺環境に適した道路整備を実施
します。

・一番街通り設計委託（拡充）

0

8,731

［みどり土木部］

一般財源 8,731 一般財源

特定財源特定財源

一般財源

【調整内容】
　　設計委託料を計上　8,731千円

- 

６７③

枝事業名 8,731 - 8,731

- 

［都市計画部］

【調整内容】
　　「67③歌舞伎町地区のまちづくり推進」へ経費を組み替えたことによる減
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△998千円
　　地区計画等策定支援委託料等の精査による減額　△3,064千円
　【担当】
　　景観・まちづくり課　　　電話（直通）５２７３－３５６９

計画事業名

６８

枝事業名 60,787 64,849 △ 4,062

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

一般財源 60,787 一般財源

 
　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。

・まちづくりの方向性が定まり、
　地区計画等の策定（変更）に取り組む地区（6地区）

・地域組織とまちづくりの方向性について検討を進める地区（14地区）

・まちづくりに関する調査等を進める地区（4地区）〈拡充〉

特定財源

64,849 一般財源 △ 4,062

地区計画
等のまちづ
くりルール
の策定

0

６７③

枝事業名 998 - 998

998

まちづくりプロジェク
トの推進

（健全で魅力あふ
れるまちづくり）

【拡充】

特定財源 0 特定財源 - 特定財源 0

一般財源 998 一般財源 - 一般財源

計画事業名
　「歌舞伎町まちづくり誘導方針」及び「歌舞伎町街並みデザインガイドライン」に基
づき、健全で魅力あふれるまちづくりを支援します。

　　　一番街通りまちづくり自主ルール策定支援

歌舞伎町
地区のまち
づくり推進

【調整内容】
　まちづくり自主ルール策定支援委託料を追加　998千円
　　※「６８地区計画等のまちづくりルールの策定」から経費を組替え

［都市計画部］
【担当】
　　景観・まちづくり課　　　電話（直通）５２７３－３８４３



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　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

計画事業名
　ユニバーサルデザインまちづくりガイドライン及びユニバーサルデザインガイドブッ
クを活用して、ユニバーサルデザインの普及・啓発を図り、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ていきます。
　また、東京2020オリンピック・パラリンピック開催を控え、国内外から新宿の街を訪
れる観光客等が増えているため、新宿駅及びその周辺へのアクセスルートが誰にもわか
りやすく利用しやすいよう、利便性の向上を図ります。

ユニバー
サルデザ
インまちづ
くりの推進

［都市計画部］
【担当】　　都市計画課都市計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２７
　　　　　  新宿駅周辺整備担当課　　　電話（直通）５２７３－４１６４

特定財源 △ 2,554

一般財源 3,871 一般財源 3,711 一般財源 160

７０

枝事業名 6,269 8,663 △ 2,394

特定財源 2,398 特定財源 4,952

0

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

・景観まちづくり相談員を活用した景観事前協議
・区分地区素案作成に向けた調査・検討（新宿駅西口地区）
・屋外広告物の地域別ガイドライン策定（神楽坂地区）（拡充）
・屋外広告物の地域別ガイドライン策定に伴う景観まちづくり計画一部改定
・景観行政団体10周年記念事業の実施（拡充）

［都市計画部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　景観・まちづくり課　　　電話（直通）５２７３－３８３１

0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 15,039 一般財源 15,039 一般財源

６９

枝事業名 15,039 15,039 0

【拡充】

特定財源

・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）
・ターミナルマップ等の更新及び作成

【調整内容】
　ワークショップ運営委託料等の精査による減額　△919千円
　ターミナルマップ等の作成手法変更等に伴う経費の減額　△1,767千円
　啓発用ガイドブック増刷に伴い印刷経費を増額　292千円
　特定財源　都支出金を減額　△2,554千円



　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 　
　幹線道路及び地区内主要道路等の区道について、歩道の設置、線形の改良や修景等を
行います。また、道路のライフサイクルコストを考慮した道路の改良や、震災時の緊急
道路の機能確保のための改良を行います。

人にやさし
い道路の
整備

・設計委託（新規）
　(1)信濃町駅周辺（四谷第六小学校前区道）
　(2)新大久保駅西側区道
　(3)小滝橋通り
　(4)旧青梅街道（西新宿1丁目区道）

［みどり土木部］

【調整内容】
　事務経費を追加　530千円

【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 27,885 一般財源 27,355 一般財源 530

７２①

枝事業名 27,885 27,355 530

道路の改良

【拡充】

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
・歩道整備工事（区画街路３号の一部）（拡充）

［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 16,950 一般財源 16,950 一般財源 0

７１②

枝事業名 16,950 16,950 0

百人町三・四丁目
地区の道路整備

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　新宿駅付近から高田馬場付近を結ぶ都市計画道路補助第７２号線（第Ⅰ期）の未開通
区間を整備して、周辺地域の活性化、周辺道路の混雑緩和を図ります。

都市計画
道路等の

整備

・用地買収及び道路整備に向けた調整
・道路築造工事及び測量委託（拡充）

［みどり土木部］

【調整内容】
　用地買収面積の減等による減　△209,669千円
　特定財源　国庫支出金を減額　△46,610千円
　特定財源　都支出金を減額　△32,600千円
　特定財源　特別区債を減額　△181,500千円

【担当】
　　道路課計画係　　　電話（直通）５２７３－３５２５

補助第７２号線の
整備

【拡充】

494,800 特定財源 △ 260,710

一般財源 77,309 一般財源 26,268 一般財源 51,041

特定財源 234,090 特定財源

311,399 521,068 △ 209,669

７１①

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
　東京2020オリンピック・パラリンピック開催を見据え、主要駅周辺の区道のバリアフ
リー化整備として、歩道の段差の解消や誘導ブロックの設置、カラー舗装化等を進めて
いきます。

人にやさし
い道路の
整備

・新宿通り道路整備工事（新規）
　　延長・・・282.8ｍ
　　内容・・・視覚障害者用誘導ブロック設置

・高田馬場駅周辺地区 さかえ通り道路整備工事
    延長・・・231.9ｍ
　　内容・・・カラー舗装工、視覚障害者用
　　　　　　　誘導ブロック設置、Ｌ形側溝撤去及び新設等

［みどり土木部］

【調整内容】
　整備路線の追加による工事費の増額　75,148千円

【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 90,315 一般財源 15,167 一般財源 75,148

７２③

枝事業名 90,315 15,167 75,148

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 　
　高齢者の休憩場所として利用できるよう歩道に腰掛防護柵等を設置することで、高齢
者が安全・安心して通行できる環境づくりを進めます。

人にやさし
い道路の
整備

・設計委託（新規）

　　・戸山地区
　　　(1)箱根山通り（延長　約580ｍ）
　　　(2)戸山一丁目2番先から23番先（延長　約380ｍ）
　　　(3)戸山二丁目33番先から戸山三丁目15番先（延長　約360ｍ）

　　・百人町地区
　　　(1)大久保三丁目8番先から百人町二丁目3番先（延長　約800ｍ）
　　　(2)百人町四丁目6番先から8番先（延長　約260ｍ）
　　　(3)百人町四丁目1番先から2番先（延長　約230ｍ）
　　　(4)百人町三丁目28番先から30番先（延長　約350ｍ）

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【担当】
　　道路課道路設計係　　　電話（直通）５２７３－３８８９

特定財源 0

一般財源 7,299 一般財源 7,299 一般財源 0

７２②

枝事業名 7,299 7,299 0

高齢者にやさしい
道づくり

【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

計画事業名 　
　道路の街路灯について、エネルギー効率の良いＬＥＤ街路灯に積極的に改修すること
で、ＣＯ₂の抑制と省エネルギー化を図ります。

道路の環
境対策

・街路灯の改修
　小型水銀灯のＬＥＤ化　680基

・大型街路灯改修　　　　 15基

［みどり土木部］

【調整内容】
　工事費精査による減額　△34,264千円

【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 187,224 一般財源 221,488 一般財源 △ 34,264

７３②

枝事業名 187,224 221,488 △ 34,264

街路灯の
省エネルギー対策

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　環境に配慮した道路舗装（遮熱性舗装）を実施することで、ヒートアイランド現象の
抑制を目指します。また、東京2020オリンピック・パラリンピックのマラソンコース周
辺道路についても、同大会が開催される真夏において観戦する方々が快適に通行できる
ように遮熱性舗装の整備を進めます。

道路の環
境対策

・東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けた道路整備
　遮熱性舗装工事　4,500㎡（拡充）

・遮熱性舗装工事　　1,600㎡

・木製防護柵設置工事　100ｍ

［みどり土木部］

【調整内容】
　特定財源　国庫支出金を増額　22,569千円
　特定財源　都支出金を増額　18,466千円

【担当】
　　道路課道路設計係　　　電話（直通）５２７３－３８８９

特定財源 41,035

一般財源 179,763 一般財源 220,798 一般財源 △ 41,035

７３①

枝事業名 244,196 244,196 0

環境に配慮した
道づくり

【拡充】

特定財源 64,433 特定財源 23,398



　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
　放置自転車の減少・解消に向けて、民間活力を導入した駐輪場を整備するとともに、
区営駐輪場についても同様に再整備を行い、区民ニーズの高い時間利用の駐輪場を拡充
していきます。あわせて、保管場所の整備も行います。

自転車等
の適正利
用の推進

・民間事業者を活用した駐輪場整備に伴う事業者選定（新規）
　高田馬場駅前

・西部エリア（明治通り西側）における駐輪場整備に向けた測量（新規）
　※新宿駅周辺を除く

・保管場所の整備（拡充）
　内藤町保管場所（収容台数　2,800台→2,900台）

［みどり土木部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【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 19,781 一般財源 19,781 一般財源 0

７５①

枝事業名 19,781 19,781 0

駐輪場等の整備

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　自転車の通行空間を整備することで、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。
　また、他路線とのネットワーク化を進めるとともに、自転車シェアリング事業の推進
にも寄与し、周辺区との回遊性を向上させることで、地域・観光の活性化を図っていき
ます。

自転車通
行空間の

整備

・整備工事（拡充）
　(1)神宮球場前（延長　約390ｍ）
　(2)早大通り　※外苑東通りから江戸川橋通り　（延長　約350ｍ）

・自転車ネットワーク計画の策定（新規）

［みどり土木部］

【調整内容】
　自転車ネットワーク計画の策定経費の追加　10,044千円
　整備工事費の増額　224千円
　特定財源　国庫支出金及び都支出金を減額　△21,000千円
　特定財源　特別区債を追加　175,000千円

【担当】
　　道路課計画係　　　　　　　　電話（直通）５２７３－３５２５
　　交通対策課交通企画係　　　　電話（直通）５２７３－４２６５

特定財源 154,000

一般財源 30,268 一般財源 174,000 一般財源 △ 143,732

７４

枝事業名 205,268 195,000 10,268

【拡充】

特定財源 175,000 特定財源 21,000



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、啓発活動等の取組を進めると
ともに、民間駐車場の利用率向上を図りながら、区としての駐車場整備についても検討
していきます。

自転車等
の適正利
用の推進

［みどり土木部］
【担当】
　　交通対策課交通企画係　　　電話（直通）５２７３－４２６５

　　・違法駐車に対する啓発活動

特定財源 0

一般財源 108 一般財源 108 一般財源 0

７５③

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
　放置自転車の解消を目指し、整理指導員による「声かけ」や条例に基づく撤去活動を
行うとともに、地域住民との協働による啓発活動を進め、自転車を放置させない環境を
つくっていきます。

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

　(1)鉄道31駅
　　（新宿駅、高田馬場駅、新大久保駅、大久保駅、下落合駅、落合駅、
　　　落合南長崎駅、中井駅、西新宿五丁目駅、初台駅、都庁前駅、
　　　牛込神楽坂駅、新宿三丁目駅、東新宿駅、都電早稲田駅、早稲田駅、
　　　若松河田駅、牛込柳町駅、曙橋駅、四谷三丁目駅、信濃町駅、
　　　国立競技場駅、神楽坂駅、飯田橋駅、市ヶ谷駅、四ツ谷駅、西武新宿駅、
　　　新宿御苑前駅、新宿西口駅、西新宿駅、西早稲田駅）

　(2)2地域
　　（早大通り、歌舞伎町）

［みどり土木部］

【調整内容】
　整理指導委託単価の増による増額　1,237千円

【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 127,140 一般財源 125,903 一般財源 1,237

７５②

枝事業名 138,210 136,973 1,237

放置自転車の撤去
及び自転車適正利

用の啓発

特定財源 11,070 特定財源 11,070

【調整内容】
　見積りのとおり



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 　東京2020オリンピック・パラリンピックの開催やその後を見据えて、鉄道駅の安全性
向上や快適な利用空間を整備するため、ホームドア及びエレベーターの設置促進を図り
ます。

安全で快
適な鉄道
駅の整備

促進

　　・ホームドアの設置補助
　　　　京王新線　　新宿駅
　　　　西武新宿線　西武新宿駅（新規）
　　　　　　　　　　高田馬場駅（新規）

　　・鉄道駅エレベーターの設置補助（新規）
　　　　ＪＲ山手線　新大久保駅

［都市計画部］
【担当】
　　都市計画課都市施設係　　　電話（直通）５２７３－３５４７

【調整内容】
　設置駅及び箇所数の増に伴うホームドア設置補助金の増額　155,700千円
　設置計画の見直しに伴うエレベーター設置補助金の減額　　△3,000千円
　特定財源　都支出金を増額　76,350千円

特定財源 76,350

一般財源 138,870 一般財源 62,520 一般財源 76,350

７６

枝事業名 277,720 125,020 152,700

【拡充】

特定財源 138,850 特定財源 62,500

一般財源

特定財源 0

枝事業名 99,834 99,834 0

特定財源 47,798 特定財源 47,798

一般財源 52,036 一般財源 52,036 0

７５④

計画事業名 　区民の新たな移動手段の確保や地域・観光の活性化、まちの回遊性の向上などを目的
とし、いつでも、どこのサイクルポートでも自転車の貸出・返却が可能な自転車の共同
利用システムである自転車シェアリング事業を推進します。

自転車等
の適正利
用の推進

　　・電動アシスト付自転車の配備　450台（計750台→計1,200台）（拡充）
　　・サイクルポートの増設　40か所（計60か所→計100か所）（拡充）

［みどり土木部］
【担当】
　　交通対策課交通企画係　　　電話（直通）５２７３－４２６５

【調整内容】
　見積りのとおり

自転車シェアリング
の推進

【拡充】



　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△ 26

計画事業名
　区内にある大きな樹木、まとまった樹林、りっぱな生垣を、保護樹木、保護樹林、保
護生垣に指定し、維持管理費の一部助成や維持管理支援など、様々な支援を実施するこ
とにより、都市部における貴重なみどりの保存を図っていきます。

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を助成
・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
・保護樹木の維持管理修繕工事（新規）

※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】
　郵便料の精査による減額　△26千円

【担当】
　　みどり公園課みどりの係　　　電話（直通）５２７３－３９２４

0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 17,807 一般財源 17,833 一般財源

【担当】
　　みどり公園課みどりの係　　　電話（直通）５２７３－３９２４

【調整内容】
　見積りのとおり

７７②

枝事業名 17,807 17,833 △ 26

樹木、樹林等の保
存支援

【拡充】

特定財源

11,799 一般財源 11,799 一般財源 0

計画事業名
　公共施設において、生物多様性にも配慮しながらみどりの保全及び緑化推進を行うと
ともに、区立公園等の植栽空間の再整備を行う「花の名所づくり」を進めます。
　また、都市化の進展が著しい新宿のまちにおいて、建築物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

・公共施設の緑化維持管理支援　5か所
・花の名所づくりの整備　2か所（13か所→15か所）（拡充）
・屋上等緑化助成及び普及
・自然観察会　2回（新規）

［みどり土木部］

11,799 0

新宿らしい都市緑
化の推進

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源

７７①

枝事業名 11,799



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
力向上

［みどり土木部］
【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 24,880 一般財源 24,880 一般財源 0

７８

枝事業名 24,880 24,880 0

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　区道に植栽された街路樹は、限られた道路空間にあって近年生育が進み、生育環境が
悪化していることから更新の時期を迎えつつあります。
　適正な維持管理を進めていくため、土地の記憶の一つである街路樹を次世代につない
でいくための更新の手法を検討し、整備していきます。

新宿らしい
みどりづく

り

・街路樹診断の実施及び更新手法の検討

［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 20,047 一般財源 20,047 一般財源 0

７７③

枝事業名 20,047 20,047 0

次世代につなぐ街
路樹の更新

【新規】

特定財源 0 特定財源 0

　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
央公園魅力向上推進プラン」に基づき、新宿中央公園の特色や魅力をさらに活かした公
園づくりを進めます。

・民間活力を活用した交流拠点施設の事業者選定及び
　基盤整備工事（新規）

・北エリア及び西エリアの基本計画（新規）
・ポケットパーク及び芝生広場設計（新規）

　　北エリア・・・ポケットパーク、芝生広場、眺望のもり等
　　西エリア・・・ちびっこ広場

【調整内容】
　見積りのとおり



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

3,500

・再整備工事（拡充）
　対象公園 ： なんど児童遊園（面積652.97㎡）

特定財源

56,415 0

７９

枝事業名 56,415

【拡充】

特定財源 3,500

一般財源

計画事業名
　地域の公園の整備にあたって、公園周辺の住民と協働して整備計画案を作成するな
ど、住民参加による公園の整備を行います。

みんなで考
える身近な
公園の整

備

特定財源 0

52,915 一般財源 52,915 一般財源 0

［みどり土木部］
【担当】
     みどり公園課公園計画係　　　電話（直通）５２７３－３９１５

【調整内容】
　見積りのとおり

８１

枝事業名 19,396 16,732 2,664

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 19,396 一般財源 16,732 一般財源 2,664

計画事業名
　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整備します。

清潔できれ
いなトイレ
づくり

・改修設計（新規）
　(1)建物型　1か所→2か所
　(2)箱型　　1か所

・公園及び公衆トイレの洋式化　4か所（新規）

［みどり土木部］

【調整内容】
　公園トイレ（建物型）改修設計１か所追加　2,664千円

【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

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

△ 1,000

８２①

枝事業名 53,586 53,586 0

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

計画事業名

地球温暖
化対策の

推進

［環境清掃部］

特定財源 1,000

一般財源 52,586 一般財源 53,586 一般財源

８２②

枝事業名 10,659

10,659 一般財源

計画事業名

一般財源

特定財源 0 特定財源 0

一般財源 0

10,659

10,659

0

事業者省エネル
ギー行動の促進

【拡充】

0 特定財源

地球温暖
化対策の

推進

［環境清掃部］
【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（環境家計簿により、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
　・省エネ普及啓発事業（家庭で取り組むべき省エネ行動内容の連続講座）
　・省エネナビ、ワットチェッカーの貸出し（家庭における電気使用量のチェック）
　・「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助成
　　(1)太陽光発電システム設置(1kW当り100千円、上限額 300千円、30件）
　　(2)太陽熱給湯システム設置（本体価格の20％、上限額300千円、1件）
　　(3)太陽熱温水器設置（本体価格の20％、上限額100千円、1件）
　　(4)高効率給湯器設置（定額100千円、21件）
　　(5)家庭用燃料電池設置（定額100千円、80件）
　　(6)高反射率塗装（施工面積1㎡当たり2,000円、上限額 200千円、50件）
　　(7)雨水利用設備設置（本体価格の50％、上限額 20千円、5件）
　　(8)断熱窓改修工事費（施工経費の25％、上限額100千円、20件）
 　 (9)集合住宅共用部LED設置（施工経費の50％、上限額300千円、10件）（新規）

【担当】
　　環境対策課環境計画係　 　 　電話（直通）５２７３－３７６３

　
　中小事業者省エネルギー対策支援（省エネルギ―診断及びその結果を踏まえた適切
な支援）や、環境マネジメントシステム認証取得助成を行い、中小事業者の省エネ行
動を促進・支援します。中小事業者に省エネルギー等による環境経営を促すことで、
事業部門の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、施設見学会等　対象：約90団体
　・中小事業者向け省エネルギー対策支援（10件）
　・環境マネジメントシステム認証補助（エコアクション21等認証取得助成、5件）
　・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
　・太陽光発電システム導入補助(上限額800千円、1件）
　・LED照明設置補助（上限額400千円、5件→10件）（拡充）

【調整内容】
　特定財源　諸収入を計上　1,000千円

【調整内容】
　見積りのとおり



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

0

1,000 特定財源 0

24,774 一般財源 △ 1,000

８２③

枝事業名 24,774 24,774

区が取り組む地球
温暖化対策の推進

特定財源

計画事業名

地球温暖
化対策の

推進

［環境清掃部］
【担当】
　　環境対策課環境計画係　　　電話（直通）５２７３－３７６３

特定財源 1,000

一般財源 23,774 一般財源

0８３

枝事業名 3,715 3,715 0

特定財源 0

［環境清掃部］

特定財源 0 特定財源

3,715 一般財源 3,715 一般財源 0

計画事業名

一般財源

【担当】
　　環境対策課環境計画係　　　電話（直通）５２７３－３７６３

環境学習・
環境教育
の推進

　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」で森
林整備を行い、温室効果ガスである二酸化炭素（ＣＯ２）の吸収を促進させ、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、各々の「新宿の森」を活用し、区民を対象とした「新宿の森」自然体験ツアー
を実施し、環境保全意識の裾野を広げていきます。

　・「新宿の森」カーボン・オフセット事業

　・「新宿の森」での自然体験

　・区有施設へのみどりのカーテンの設置

　・区有施設における太陽光発電設備の設置促進

　
　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。

　・環境パネル作成（区内のイベントに出展し、環境保全の普及啓発）
　・環境保全のしおり（1,000部作成）
　・「環境学習ガイド」の作成
　・指定管理者委託事業
　  (1)エコ・チェックダイアリー作成委託
　  (2)みどりの小道環境日記事業委託(対象者：区立小学校4～6年)
　  (3)環境絵画展事業委託（対象者：区内小・中学校、親子合作）
　  (4)夏休み親子体験教室委託
　  (5)エコリーダー養成講座委託（区民向け連続講座）

【調整内容】
　特定財源　諸収入を計上　1,000千円

【調整内容】
　見積りのとおり



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

　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

【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

８３

枝事業名 2,282 2,282 0

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 2,282 一般財源 2,282 一般財源 0

計画事業名 　
　学校での環境学習の取組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
  　事業者取組の紹介
・みどりのカーテンの推進　40校

［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
    学校運営課教育施設係　　　　　電話（直通）５２７３－３１０６

　・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、食品ロス削減の推進（新規）
　
　・ごみ発生抑制に関するシンポジウムの実施

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］

一般財源 5,261 一般財源 5,261

８４①

枝事業名

ごみの発生抑制の
推進

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

5,261 5,261 0

一般財源 0

【調整内容】
　見積りのとおり



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

８４②

枝事業名 1,258,198 1,233,940 24,258

資源回収の推進

特定財源 156,097 特定財源 141,325 特定財源 14,772

一般財源 1,102,101 一般財源 1,092,615 一般財源 9,486

計画事業名 　
　資源循環型社会の構築を目指し、地域住民が自主的に行う資源集団回収推進のため、
資源回収実践団体への支援を実施します。併せて、区の資源回収を推進し、安定した資
源回収の実現を図っていきます。

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

・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580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5,690ｔ

・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3,582ｔ　缶1,085ｔ

・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　1,510ｔ
　
・乾電池の回収
　　週1回　資源・ごみ集積所回収
　　ボックス回収　67か所（区施設46か所　民間協力施設21か所）
　　回収予定量　68ｔ

・白色トレイの回収
　　回収拠点26か所（区施設）
　　回収予定量　1ｔ

・容器包装プラスチックの回収
　　週1回　資源・ごみ集積所回収
　　回収予定量　1,759ｔ

・小型電子機器等の回収
　　回収拠点　20か所
　　窓口回収　環境清掃部関連施設7か所
　　ボックス回収　区役所本庁舎、各特別出張所10か所
　　　　　　　　　環境学習情報センター、都庁本庁舎の13か所
　　回収予定量　60.0ｔ

・蛍光灯等の回収
　　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　43ｔ

［環境清掃部］

【調整内容】
　回収委託単価等の増による増額　24,258千円
　特定財源　諸収入を増額　14,772千円

【担当】
　　新宿清掃事務所事業係　　　電話（直通）３９５０－２９６２

８４③

枝事業名 3,410 3,411 △ 1

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 3,410 一般財源 3,411 一般財源 △ 1

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】
　印刷製本費の精査による減額　△1千円

【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

一般財源 10,506 一般財源 10,091

【調整内容】
　イベント会場使用料改定による増額　415千円

［文化観光産業部］
【担当】
　　産業振興課産業振興係　　　電話（直通）３３４４－０７０１

一般財源 415

計画事業名
　「しんじゅく逸品マルシェ」を、一般社団法人新宿観光振興協会と連携して開催しま
す。出展企業の商品・製品を「しんじゅく逸品」として登録し広く普及することで、区
内中小企業等の新たなビジネスチャンスへの支援や、区内への誘客の促進、売上拡大と
地域における消費につなげていきます。併せて、地場産業団体等への支援や「しんじゅ
く逸品」を活かした新宿ブランドの創出に取り組んでいきます。

観光と一体
となった産
業振興

0 特定財源 0８５①

枝事業名 10,506 10,091 415

しんじゅく逸品の
普及

【拡充】

特定財源 0

・しんじゅく逸品マルシェ
　　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

・しんじゅく逸品のロゴマークを作成し商標登録に向けた準備（新規）

・新宿ブランドの開発に向けた支援（新規）

特定財源

８５②

枝事業名 1,595 1,595 0

新宿ものづくりの
振興

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 1,595 一般財源 1,595 一般財源 0

計画事業名
　優れた技術・技能を持つ方を、新宿ものづくりマイスター『技の名匠』に認定すると
ともに、ものづくり産業発信動画を制作し、一般社団法人新宿観光振興協会と連携して
区内外に広くＰＲすることで、区内ものづくり産業を志す人材の創出とさらなる活性化
を図ります。

観光と一体
となった産
業振興

・新宿ものづくりマイスターの認定
　対　　象：区内ものづくり産業の同一業種に10年以上勤め、後進の指導をし、
　　　　　　優れた技術・技能を持つ方
　認定者数：年3名程度

・ものづくり産業発信動画の制作（年1回制作）
　区ホームページ、Youtube配信及びしんじゅく逸品マルシェ会場で放映

［文化観光産業部］

【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



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
　区内中小企業者が行う新製品・新サービスの開発に対し、経費の一部を助成すること
により、新事業創出に向けた取組を支援します。

中小企業
新事業創
出支援

・対象者　　区内中小企業者
・補助対象　新たな製品・サービスの開発等に係る費用
・選考　　　書類審査、委員会によるヒアリング審査
・補助金　　上限100万円／1件　（補助対象経費の2/3以内）
・補助件数　7件

［文化観光産業部］

【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

0

一般財源 7,630 一般財源 7,630 一般財源 0

枝事業名 7,630 7,630 0

新製品・新サービス
開発支援助成

【新規】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源８６②

計画事業名
　東京商工会議所新宿支部と連携して、「新宿ビジネスプランコンテスト」を開催しま
す。応募・審査段階からセミナーや個別指導を行うことで、事業者の事業計画策定のブ
ラッシュアップを図るとともに、優れた事業を表彰し、フォローアップすることで創業
期の事業者の新たな事業創出を奨励します。

中小企業
新事業創
出支援

・「新宿ビジネスプランコンテスト」応募件数20件
・ブラッシュアップセミナー　1回

［文化観光産業部］

【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

一般財源 02,579

８６①

枝事業名 2,579 2,579

一般財源 2,579

0

新宿ビジネスプラン
コンテスト

【新規】

特定財源 0 特定財源

0

特定財源 0

一般財源

８６③

枝事業名 480 480 0

新宿ビジネス
交流会

【新規】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 480 一般財源 480 一般財源 0

計画事業名
　東京商工会議所新宿支部と連携して、テーマ性のある新宿ビジネス交流会を開催
し、共通の目的を持った中小企業者が交流する場を設けることで、新事業創出のため
の連携支援を行っていきます。
　さらに、テーマに合わせた講演等により参加者に有益な情報提供を行うことで、中
小企業者の経営支援を行っていきます。

中小企業
新事業創
出支援

・対象　区内外中小企業者
・内容　(1)講演
　　　　(2)自社紹介
　　　　(3)グループディスカッション
　　　　(4)グループワーク
　　　　(5)名刺交換会等
・開催　３回／年

［文化観光産業部］

【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



　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

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、先進事例等の紹介や新たな魅力の発掘など、
商店経営、商店会活動の参考となる情報を提供することにより、商店会等の魅力的な取
組を支援し、商店街の活性化を図ります。

商店街の
魅力づくり
の推進

・情報誌の発行
　(1)各号発行部数　6,000部
　(2)送付先　　　　商店会加盟店、同業組合等、区施設等での配布
　(3)発行回数　　　年4回

［文化観光産業部］

【調整内容】
　事務経費の精査による減額　△1千円

【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 11,339 一般財源 11,340 一般財源 △ 1

８８①

枝事業名 11,339 11,340 △ 1

商店会情報誌の
発行

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名
　商店会等が実施する、イベント事業や活性化事業、商店街路灯のＬＥＤ化等の省電力
化等の事業に対して、必要な費用の助成を行い支援することで、にぎわいにあふれ環境
にもやさしい商店街づくりの支援を行います。

にぎわいに
あふれ環
境にもやさ
しい商店街

支援

　対象：新宿区商店会連合会、商店会等
　　・助成対象事業
　　　(1)イベント事業（支援予定数：100事業）
　　　(2)活性化事業　（支援予定数： 13事業）
　　　(3)環境事業　　（支援予定数： 13事業）

［文化観光産業部］

【調整内容】
　助成単価の減による減額　△7,020千円
　特定財源　都支出金を減額　△4,202千円

【担当】
　　産業振興課産業振興係　　　電話（直通）３３４４－０７０１

特定財源 △ 4,202

一般財源 98,287 一般財源 101,105 一般財源 △ 2,818

97,767８７

枝事業名 191,852 198,872 △ 7,020

【新規】

特定財源 93,565 特定財源

８８②

枝事業名 14,107 14,107 0

大学等との連携に
よる商店街支援

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源 14,107 一般財源 14,107 一般財源 0

計画事業名
　大学等が持つ専門性や人的資源を活かしながら、商店街の抱える潜在的な課題の解決
に向けた取組を支援していきます。また、大学等と地域（商店街）の連携・交流を進め
ることにより、商店街の魅力づくりを推進します。

商店街の
魅力づくり
の推進

・助成件数　6商店会→8商店会（拡充）
　(1)事業化準備に向けた企画・調査費
　　　補助限度額　100万円（10/10補助）
　　　（商店街の現状・ニーズ把握等のための調査等）
　(2)事業実施に必要な経費
　　　補助限度額：200万円（10/10補助）

［文化観光産業部］

【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



　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

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

一般財源 0

計画事業名
　東京2020オリンピック・パラリンピックとその後を見据え、外国人観光客を含む来街
者を対象に、華道、茶道等の和の文化を体験できるプログラムを実施し、新宿のまちへ
の満足度を高めることで、繰り返し訪れたくなるまちづくりを進めます。

新宿の魅
力としての
文化の創
造と発信

・華道、茶道等の体験プログラムを実施
　年４回→年６回（拡充）

［文化観光産業部］

【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

0 特定財源 0 特定財源

一般財源 10,619 一般財源 10,619

特定財源 0

和を伝える
プログラム

【拡充】

特定財源

一般財源 △ 4

９０①

枝事業名 27,215 27,219 △ 4

新宿フィールド
ミュージアムの充実

【拡充】

特定財源 0

・新宿文化センターを活用したコアイベントの実施（新規）
・文化月間中（９月～１１月）の文化芸術イベントの実施
・ガイドブック等の発行
・ホームページの多言語化による情報発信（新規）

［文化観光産業部］

【調整内容】
　印刷経費の精査による減額　△4千円

【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 27,215 一般財源 27,219

９１

枝事業名 26,758 19,128 7,630

【新規】

特定財源 2,373 特定財源 0 特定財源 2,373

一般財源 24,385 一般財源 19,128 一般財源 5,257

計画事業名
　夏目漱石の顕彰について、若年層（小学生・中学生・高校生）を対象に全国規模でコ
ンクールを実施するとともに、情報発信イベントの開催やオリジナルグッズの開発等を
行うなど、漱石山房記念館を中心として漱石の功績を全国に広く情報発信していきま
す。

漱石山房
記念館を
中心とした
情報発信

・読書感想文・絵画コンクール
・記念館を中心とした情報発信
・記念館オリジナルグッズ作成
・夏目漱石記念施設整備基金の周知

［文化観光産業部］

【調整内容】
　イベント経費等の追加　7,630千円
　特定財源　都支出金を追加　2,373千円
【担当】
　　文化観光課文化資源係　　　電話（直通）５２７３－４１２６

９０②

枝事業名 10,619 10,619 0

計画事業名
　新宿の文化資源を活用した多様な主体による文化芸術イベントを集約し、音楽・美
術・演劇・伝統芸能・パフォーマンス・まち歩き・歴史探訪など、幅広いジャンルの
イベントからなる「新宿フィールドミュージアム」として実施することにより、新宿
のまちの魅力を創造・発信します。

新宿の魅
力としての
文化の創
造と発信



　１３　国際観光都市・新宿としての魅力の向上

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
　東京2020オリンピック・パラリンピックを見据え、無料公衆無線ＬＡＮ環境を整備す
るとともに、一般社団法人新宿観光振興協会によるＷｉ-Ｆｉ用ポータルサイトと連携し
た集客力や回遊性の向上を図ります。

新宿フリー
Ｗｉ-Ｆｉの整

備等

・新規整備等
　　公衆アクセスポイントの新設３基
　　（西新宿駅・東新宿駅・新宿中央公園周辺）
・既設アクセスポイント３２基の運用
・ＡＲ及びプッシュ配信機能の構築、運用（新規）

　※ＡＲ（Augmented Reality）とは、
　　拡張現実のことで、現実世界の物事に対してコンピュータによる
　　情報を付加すること、または、そのようにしてコンピュータによる
　　情報が付加された世界のことをいいます。

［文化観光産業部］

【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 27,311 一般財源 27,311 一般財源 0

９２

枝事業名 36,100 36,100 0

【拡充】

特定財源 8,789 特定財源 8,789

20,754 一般財源 21,809 一般財源 △ 1,055

計画事業名
　国際観光都市としての魅力とブランド力の向上を図るため、官民一体で新宿の観光
振興を担っている一般社団法人新宿観光振興協会の情報媒体を活用して観光情報を発
信します。新宿ならではのパブリックアートをはじめとした魅力あるスポット等の新
しい観光資源や、まちの記憶である文化歴史資源、イベントやグルメ等、新宿の持つ
多様な魅力を観光客の視点から発信していきます。

魅力ある
観光情報
の発信

・ホームページ、ＳＮＳ（Facebook・Twitter）の運営
・観光情報誌「新宿plus」の発行（年2回発行合計22万部）（拡充）
・観光案内協力拠点との連携
・海外へのプロモーション（新規）
・新宿区を訪れる外国人旅行者の動線分析調査（新規）

［文化観光産業部］

９３

枝事業名 20,754 21,809 △ 1,055

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源 0

一般財源

【調整内容】
　助成金の精査による減額　△1,055千円

【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

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
　区内のパブリックアートをはじめとした魅力あるスポット等の新しい観光資源を発
掘するとともに、まちの記憶である文化歴史資源と併せて、マップ、ホームページ、
広報紙等により情報発信します。また、観光資源情報検索システムを構築・活用する
ことにより、新宿の多彩な観光資源を活かした区内回遊を促進します。

多彩な観
光資源を
活かした区
内回遊の
促進

・エリア別新宿区観光マップの作成・配布　50万部
・文化財説明板の英文併記　　　　　　　　20基

［文化観光産業部］

【調整内容】
　観光マップ作成単価の精査による減額　△270千円
　特定財源　都支出金を減額　△125千円

【担当】
　　文化観光課文化資源係　　　電話（直通）５２７３－４１２６

特定財源 △ 125

一般財源 6,472 一般財源 6,617 一般財源 △ 145

９５

枝事業名 9,472 9,742 △ 270

【新規】

特定財源 3,000 特定財源 3,125

計画事業名
　新宿観光案内所を、新宿の懐の深さや高いポテンシャルを発信する拠点にして、新宿
を訪れる多くの方々に、区内の各エリアの魅力を提供することで回遊性を高め、何度も
訪れたくなる国際観光都市・新宿を目指します。

新宿観光
案内所の
サービス拡

充

・新宿観光案内所（3名体制）（拡充）
　　営業時間　10：00～19：00
　　休館日　　 定休日なし（年末年始を除く）

［文化観光産業部］

【調整内容】
　助成金の精査による減額　△2,495千円

【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 32,416 一般財源 34,911 一般財源 △ 2,495

９４

枝事業名 32,416 34,911 △ 2,495

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0

一般財源 554

計画事業名
　東京2020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、設置箇所を検討し、新宿駅周辺の歩道上等に、来街
者にわかりやすい観光案内標識の整備を進めていきます。

観光案内
標識の整
備促進

・標識盤面更新　3基（中井・下落合・神楽坂）
・標識新規設置　5基（神楽坂2基、四谷2基、高田馬場1基）
・標識新規設置に向けた調整（新大久保・信濃町・飯田橋・国立競技場）

［文化観光産業部］

【調整内容】
　工事経費の精査による減額　△11千円
　特定財源　都支出金を減額　△565千円

【担当】
　　文化観光課文化観光係　　　電話（直通）５２７３－４０６９

△ 11

【拡充】

特定財源 6,971 特定財源 7,536 特定財源 △ 565

一般財源 8,095

９６

枝事業名 15,066 15,077

一般財源 7,541



　１４　生涯にわたり学習・スポーツ活動などを楽しむ環境の充実

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
　「新宿区スポーツ環境整備方針」の基本理念を持続的・継続的な視点を持って着実に
推進していくため、区のスポーツ環境を支える各主体との連携強化を図るとともに、東
京2020オリンピック・パラリンピックの開催を視野に入れ、子どもから高齢者まで、ま
た障害のあるなしに関わらず、ライフステージ等に応じた多様なスポーツに親しめる機
会の創出に努めます。

スポーツ環
境の整備

・スポーツの普及啓発（子ども・成人向けスポーツ体験）10回（拡充）
・東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成
　(1)障害者スポーツ体験イベント（4競技程度） 1回（新規）
　(2)ボッチャ等の障害者スポーツ体験　随時
　(3)指導員養成講座　2回
　(4)トップアスリート練習見学会等

［地域振興部］

【調整内容】
　特定財源　都支出金を増額　41千円

【担当】
　　生涯学習スポーツ課生涯学習スポーツ係　　　電話（直通）５２７３－４３５８

特定財源 41

一般財源 8,055 一般財源 8,096 一般財源 △ 41

１０１①

枝事業名 13,216 13,216 0

スポーツコミュニ
ティの推進

【拡充】

特定財源 5,161 特定財源 5,120

計画事業名 　
　子どもが、自主的に読書活動ができるよう、家庭・地域ぐるみの読書環境・読書活動
の支援・啓発を行うことで、子どもの読書活動を推進します。

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3,600冊
・幼稚園・保育園等への団体貸出　54団体→78団体（拡充）
・区立小・中学校、病院への団体貸出
・子ども読書リーダー講座等の開催
・新宿区子ども読書活動推進会議の開催（年3回）

［教育委員会］

【調整内容】
　団体貸出の拡充による役務費の増額　891千円

【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 11,058 一般財源 10,167 一般財源 891

９９①

枝事業名 11,058 10,167 891

子ども読書活動の
推進

【拡充】

特定財源 0 特定財源 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ができるよう、保健
センターで実施している乳幼児健診（０歳児健診と３歳児健診）の際に、親（保護者）
と子に対して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。

子ども読書
活動の推

進

絵本の配付と読み聞かせの実施
・対象者
　(1)3～4ヶ月児及びその保護者
　(2)3歳児及びその保護者
・絵本の配付
　(1)3～4ヶ月児健診時　2冊配付（各保健センター）
　(2)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
　(2)3歳児健診時

［教育委員会］

【調整内容】
　消耗品費の精査による減額　△315千円

【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 7,612 一般財源 7,927 一般財源 △ 315

９９②

枝事業名 7,612 7,927 △ 315

絵本でふれあう
子育て支援事業

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
　（仮称）新宿区スポーツ施設整備基金を設置し、東京2020オリンピック・パラリン
ピックの開催を契機にスポーツ施設を整備することにより、スポーツへの区民の参加を
促進します。

スポーツ環
境の整備

・新宿スポーツセンター改修工事
　冷暖房設備設置工事等

［地域振興部］

【調整内容】
　工事費等を計上　646,572千円
　特定財源　都支出金を計上　78,041千円
　特定財源　スポーツ施設整備基金繰入金を計上　231,367千円
　特定財源　特別区債を計上　214,000千円

【担当】
　　生涯学習スポーツ課生涯学習スポーツ係　電話（直通）５２７３－４３５８

特定財源 523,408

一般財源 123,164 一般財源 - 一般財源 123,164

１０１③

枝事業名 646,572 - 646,572

（仮称）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

【拡充】

特定財源 523,408 特定財源 -

計画事業名
　東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向け、区民の生涯、記憶として残る大
会となるよう開催気運の醸成を図っていきます。

東京2020
オリンピッ
ク・パラリン
ピック開催
に向けた
気運醸成
（普及啓

発）

・新宿区東京2020大会区民協議会の運営
　　構成員27名
　　全体会　2回開催
　　東京2020大会普及啓発部会及びボランティア部会

・東京2020大会気運醸成イベントの開催
　　平成30年6月　777日前イベント（新規）
　　平成31年3月　500日前イベント（新規）

［東京オリンピック・
パラリンピック開催

等担当部］

【調整内容】
　イベント経費を追加　2,707千円

【担当】
　  東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課
 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（直通）５２７３－４２２０

特定財源 0

一般財源 11,995 一般財源 9,288 一般財源 2,707

１０２

枝事業名 11,995 9,288 2,707

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



　１５　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
　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、外国人と日本人がともに区政に参画する「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の開催　6回

・新宿区多文化共生連絡会の開催　　　　　6回

・交流会・コミュニケーションの場の充実　2回

・多文化共生イベントの開催　　　　　　　1回（新規）

［地域振興部］

【調整内容】
　見積りのとおり

【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 5,138 一般財源 5,138 一般財源 0

１０３

枝事業名 5,138 5,138 0

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0



　１６　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

１０４

枝事業名 464 464 0

特定財源 0 特定財源 0

計画事業名 　
　「新宿区平和都市宣言」の趣旨を広く周知啓発するとともに、多くの区民、特に次代
を担う子ども・若者に、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（区民団体）との協働事業等を行います。

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　各10日間程度）、
　　平和コンサート：1回　（新宿歴史博物館）
　　語り部派遣：5回（小中学校等）
　　戦争体験談ＤＶＤ作成（新規）
　　平和首長会議・日本非核宣言自治体協議会の総会・研修会への参加

・親と子の平和派遣
　　親子（小4～中3）7組14名を長崎市へ派遣（平成30年8月8日～10日)

・平和派遣者との協働事業
　　平和マップウォーキング：1回
　　平和派遣報告会　　　　：1回
　　すいとんの会　　　　　：1回
　　平和講演会・映画会　　：1回

［総務部］

【調整内容】
　事務費等の精査による減額　△295千円

【担当】
　　総務課総務係　　　電話（直通）５２７３－３５０５

特定財源 0

一般財源 9,350 一般財源 9,645 一般財源 △ 295

１０４

枝事業名 9,350 9,645 △ 295

【拡充】

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

　２　公共施設マネジメントの強化

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

千円

計画事業名 　
　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。

全庁情報
システムの
統合推進

・個別業務システム統合（5システム）
・統合基盤運用管理（ＳＥ運用支援、機器保守等）
　※統合済システム（102システム）の運用

［総合政策部］

【調整内容】
　システム保守委託等の精査による減額　△6,753千円

【担当】
　　情報システム課　　電話（直通）５２７３－３５０３

特定財源 0

一般財源 61,984 一般財源 68,737 一般財源 △ 6,753

１０６

枝事業名 61,984 68,737 △ 6,753

特定財源 0 特定財源 0

中長期修
繕計画に
基づく施設
の維持保

全
［危機管理担当部］

特定財源 0

一般財源 6,604 一般財源 一般財源 6,604

１０８

6,604

【拡充】

特定財源

　
　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）
  防災センター 6,604

計画事業名

0 特定財源

枝事業名 6,604

計画事業名

枝事業名

行政評価
制度の推

進

【担当】
　　危機管理課危機管理係　　電話（直通）５２７３－３５３２

【調整内容】
　工事費を計上　6,604千円

一般財源 一般財源 5,360

【調整内容】
　事務費の精査による減額　△72千円

・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　　15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

△ 72

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 △ 72

　区が行う施策や事業を客観的に評価し、評価結果を区の政策形成の基礎とすることを目的
に、新宿区総合計画の個別施策や実行計画に掲げる事業を中心に行政評価を実施します。
新たな総合計画の評価にあたっては、施策単位での評価手法を導入するとともに、新公会計
システムの活用などにより、各計画事業の見直しや次年度予算編成への反映をより一層徹底
し、行財政運営のＰＤＣＡサイクルの強化を図っていきます。

5,288

［総合政策部］

5,288

Ⅳ　健全な区財政の確立

１０５ 0特定財源

5,360

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

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 　
　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。

【調整内容】
　工事費を計上　271,897千円
　特定財源　社会資本等整備基金繰入金を計上　51,361千円
　特定財源　特別区債を計上　204,000千円

中長期修
繕計画に
基づく施設
の維持保
全

（工事）
  障害者福祉センター
　北新宿特別養護老人ホーム
　細工町高齢者在宅サービスセンター

2,665
268,716

516

千円
千円
千円

［福祉部］
【担当】
　　地域福祉課福祉施設係　　　　　電話（直通）５２７３－４１７１
　　障害者福祉課事業指導係　 　　 電話（直通）５２７３－４２５３
　

0 一般財源 16,536

【拡充】

特定財源 255,361 特定財源 0 特定財源１０８

枝事業名 271,897 0 271,897

255,361

一般財源 16,536 一般財源

１０８

枝事業名 220,502 0 220,502

0 特定財源 210,123

一般財源 10,379 一般財源 0 一般財源 10,379

特定財源 210,123 特定財源

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

（工事）
  四谷地域センター
　牛込箪笥地域センター
　若松地域センター
　落合第一地域センター
　角筈地域センター
　中強羅区民保養所
　赤城生涯学習館
　新宿NPO協働推進センター

48,388
37,606
32,322
12,891
17,079
7,621

54,420
10,175

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

［地域振興部］

【調整内容】
　工事費等を計上　220,502千円
　特定財源　国庫支出金を計上　1,182千円
　特定財源　社会資本等整備基金繰入金を計上　192,141千円
　特定財源　諸収入を計上　16,800千円

【担当】
　地域コミュニティ課管理係　　電話（直通）５２７３－３５１９
　生涯学習スポーツ課生涯学習スポーツ係　　電話（直通）５２７３－４３５８

【拡充】

１０８

枝事業名 49,844 0 49,844

【拡充】

特定財源 39,302 特定財源 0 特定財源 39,302

一般財源 10,542 一般財源 0 一般財源 10,542

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

（工事）
 新宿歴史博物館
 産業会館

（設計委託）
 新宿文化センター

　
39,302
2,478

8,064

千円
千円

千円

［文化観光産業部］

【調整内容】
　工事費及び設計委託料を計上　49,844千円
　特定財源　社会資本等整備基金繰入金を計上　39,302千円

【担当】
　　文化観光課文化観光係　　　電話（直通）５２７３－４０６９
　　産業振興課産業振興係　　　電話（直通）３３４４－０７０１
　

積算中

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

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

［子ども家庭部］

【調整内容】
　委託料を計上　456千円

【担当】
　　保育課運営係　　電話（直通）５２７３－４５２５

（石綿含有調査委託）
　東五軒町保育園
　長延保育園

228
228

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

千円
千円

0

0

一般財源 456

１０８

枝事業名 456 0 456

【拡充】

特定財源 0

一般財源 456 一般財源

特定財源 0 特定財源

１０８

枝事業名 423,650 0 423,650

413,573

一般財源 10,077 一般財源

【拡充】

特定財源 413,573 特定財源 0 特定財源

千円
千円

［教育委員会］

0 一般財源 10,077

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

（工事）
　小学校　7校
　中学校　2校

212,760
210,890

【調整内容】
　工事費を計上　423,650千円
　特定財源　国庫支出金を計上　58,170千円
　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　283,403千円
　特定財源　特別区債を計上　72,000千円

【担当】
　　学校運営課教育施設係　　　電話（直通）５２７３－３１０６

１０８

枝事業名 228 0 228

0

一般財源 228 一般財源

【拡充】

特定財源 0 特定財源 0 特定財源

228

（石綿含有調査委託）
　新宿清掃事務所 228 千円

0 一般財源

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

［環境清掃部］

【調整内容】
　委託料を計上　228千円

【担当】
　新宿清掃事務所管理係　　電話（直通）３９５０－２９６４

積算中

積算中

積算中



　１　行政サービスの向上

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

　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

0

0

［総合政策部］

【調整内容】
　見積りのとおり

一般財源 1,620 一般財源

計画事業名
　区が保有する公共データを誰もが自由に二次利用できるオープンデータとして公開し、官・民・
学の連携による地域課題の解決に取り組みます。

オープン
データ活用
のための
仕組みづく

り

特定財源 0 特定財源 0 特定財源

1,620 一般財源

・オープンデータカタログサイトの運用
・オープンデータの公開・活用の推進
・官・民・学の連携によるオープンデータを活用した
　地域課題への取組の検討

【担当】
　　情報システム課　　　電話（直通）５２７３－３５０３

１１１

枝事業名 1,620 1,620 0

18,082 一般財源

［新宿自治創造
研究所担当部］

【調整内容】
　インターネット調査委託等の精査による減額　△1,363千円
　非常勤職員報酬の単価改定による増額　38千円
　特定財源　諸収入を計上　10千円

【担当】
　　新宿自治創造研究所担当課　　　電話（直通）３３６５－３４７４

16,747

枝事業名

１１４

枝事業名 16,757

【拡充】

特定財源

一般財源

計画事業名

計画事業名

【拡充】

区民の視
点に立ち
自治の実
現に努め
る職員の
育成

18,082 △ 1,325

特定財源 0 特定財源 10

【調整内容】
　研修内容の見直し等による増額　473千円
　事務費等の精査による減額　　△374千円

【担当】
　　人材育成センター　　　電話（直通）３３６５－３４７１

新宿自治
創造研究
所の運営
による政策
形成能力
の向上

　
　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。
　

　政策立案の基礎となる「人口・世帯」や中長期的な政策課題にかかる調査研究を行います。

　・地域別将来人口推計・将来世帯推計
　・公民連携
　・若年層の区政参加や地域活動の参加への仕組みづくり

　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。

・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2019」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）
・インターネット調査（新規）「公民連携」に係る意識調査

［総務部］

15,346

一般財源

一般財源

△ 1,335

99

Ⅴ　好感度１番の区役所

１１３ 0特定財源

15,247

10

　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　25件
　　　　自主研究グループ助成　2件
　ＯＪＴ（職場研修）支援
　　・仕事のための基礎知識の活用

99一般財源15,346

0

一般財源

特定財源 0 特定財源

15,247
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