
新宿区第二次実行計画(素案)
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◆ 計画の位置付け

１０年間（平成30(2018)～令和９(2027)年度）

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

基本構想

第一次実行計画
【３年間】

平成30(2018)年度
～

令和２(2020)年度

第二次実行計画
【３年間】

令和３(2021)年度
～

令和５(2023)年度

第三次実行計画
【４年間】

令和６(2024)年度
～

令和９(2027)年度

計画的に推進していく事業を
まとめた行財政計画

総合計画
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◆ 計画の構成（５つの基本政策）

基本政策Ⅰ 暮らしやすさ１番の新宿

基本政策Ⅱ 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

基本政策Ⅳ 健全な区財政の確立

基本政策Ⅴ 好感度１番の区役所
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基本政策Ⅰ 暮らしやすさ１番の新宿

健康寿命の延伸 高齢者福祉 障害者福祉

子育て支援 教育の充実

生活支援
コミュニティ
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◆計画事業２ 高齢期の健康づくりと
介護予防・フレイル予防の推進

● 「新宿いきいき体操」

● 「しんじゅく100トレ」 など

◆計画事業４ 地域で支え合うしくみづくりの推進

● 「薬王寺地域ささえあい館」を拠点とした

「地域支え合い活動」の推進

●体操や趣味等の活動を行う

「通いの場」の参加促進

基本政策Ⅰ 暮らしやすさ１番の新宿
主な計画事業

▲新宿いきいき体操
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◆計画事業５ 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

●特別養護老人ホームの整備

●ショートステイの整備

◆計画事業７ 障害者グループホームの設置促進

●障害者グループホームの整備

基本政策Ⅰ 暮らしやすさ１番の新宿
主な計画事業
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◆計画事業９ 着実な保育所待機児童対策の推進

●私立保育所整備 ●多様な保育ニーズへの対応

◆計画事業１３ 地域協働学校（コミュニティ・スクール）の充実

●学校運営協議会と地域との

連絡会の実施

●小中連携型地域協働学校の実施

◆計画事業１４ 特別支援教育の推進

●障害や発達の状況に応じたきめ細かな指導と支援

●児童・生徒の特性を把握し、適切に支援

（アセスメントツールの活用）

基本政策Ⅰ 暮らしやすさ１番の新宿
主な計画事業
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◆計画事業２０ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

◆計画事業２１ 若者の区政参加の促進

●ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度

●コンサルタント派遣による助言や指導

●ワーク・ライフ・バランスのセミナー、勉強会

●しんじゅく若者会議

●しんじゅく若者意識調査

基本政策Ⅰ 暮らしやすさ１番の新宿
主な計画事業

▲しんじゅく若者会議 8



◆計画事業２２ 町会・自治会活性化への支援

●町会・自治会加入促進の

パンフレット配布

●専門家（アドバイザー）による支援

基本政策Ⅰ 暮らしやすさ１番の新宿

◆計画事業２４ 成年後見制度の利用促進

◆計画事業２５ 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

●障害の有無や年齢・性別を問わず、
総合的な就労支援を実施

●新宿区成年後見センター ●地域連携ネットワーク

主な計画事業

▲地域のふれあい・交流事業
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基本政策Ⅱ 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

耐震化 不燃化 市街地整備

都市基盤の整備

災害に強い体制
安全・安心 感染症対策
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新宿区のキャラクター
「新宿シンちゃん」



◆計画事業２７ 建築物等の耐震性強化

●耐震診断、補強設計、耐震改修工事等への補助

●フォローアップ事業等による普及啓発

◆計画事業２８ 木造住宅密集地域の防災性強化

●老朽化した木造住宅の建替えや共同化を促進

●不燃化推進特定整備事業

基本政策Ⅱ 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

◆計画事業２９ 再開発による市街地の整備

●市街地再開発事業助成

●防災街区整備事業助成

主な計画事業
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▲市街地再開発のイメージ



◆計画事業３１ 道路の無電柱化整備

●災害に強いまちづくりと、
バリアフリー化や

美しい都市景観の創出

◆計画事業３２ 道路・公園の防災性の向上

●地震や豪雨等の自然災害に強いまちづくりを推進

➣道路の透水性舗装 ➣道路・公園擁壁の安全対策

基本政策Ⅱ 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

◆計画事業３３ まちをつなぐ橋の整備

●計画的に補修・補強工事を行い、

健全かつ安全な維持管理を実施

主な計画事業
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▲無電柱化のイメージ



◆計画事業３４ 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

●安全及び安心を確保するため、

さまざまな視点を取り入れた避難所運営体制の充実

➣ワークショップの実施

➣シンポジウムの開催

◆計画事業３５ マンション防災対策の充実

●マンション住民への防災意識の啓発

●マンション自主防災組織への

防災資機材の助成

基本政策Ⅱ 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
主な計画事業
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◆計画事業３６ 新型インフルエンザ等対策の推進

基本政策Ⅱ 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化
主な計画事業

●新型コロナウイルス感染症対策として

「区民の命と暮らしを守る対応」

「地域経済の回復に向けた対応」に取り組んでいます。

令和3年度以降も、感染症の動向を見極めながら、

引き続き機動的に取り組んでいきます。

●その他の感染症対策

経常事業で普及啓発、予防接種、健康診断を実施

実行計画では医療物資の計画的な備蓄や訓練を実施
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基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

まちづくり

道路・交通

みどり・
公園

地球温暖化対策
ごみ減量・
リサイクル

産業振興・
商店街支援

文化・観光

学習・
スポーツ 多文化共生 平和
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◆計画事業３８ 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

●新宿駅東西自由通路の整備

●新宿通りモール化

●靖国通り地下通路延伸

◆計画事業３９ 歌舞伎町地区のまちづくり推進

●歌舞伎町タウン・マネージメントの運営支援

●歌舞伎町ルネッサンス推進協議会の運営

●ポイ捨て対策、放置自転車対策、不正看板等の撤去

基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

新宿駅東西自由通路

主な計画事業
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◆計画事業４１ 景観に配慮したまちづくりの推進

◆計画事業４５ 道路の環境対策

◆計画事業４６ 自転車通行空間の整備

●景観まちづくり相談員による景観事前協議

●景観まちづくり計画、景観形成ガイドライン及び

屋外広告物の地域別ガイドライン改定

●街路灯のＬＥＤ化 ●遮熱性舗装

主な計画事業
基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

●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
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◆計画事業４８ 安全で快適な鉄道駅の整備促進

◆計画事業４９ 新宿中央公園の魅力向上

◆計画事業５０ みんなで考える身近な公園の整備

●ホームドア設置の補助 ●エレベーター設置に向けた協議

●「新宿中央公園魅力向上

推進プラン」に基づく整備

➣芝生広場 ➣眺望のもり

➣白糸の滝 ➣ちびっこ広場

➣民間活力による

カフェ・レストラン

●ワークショップによる身近な公園の再整備

主な計画事業
基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造
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◆計画事業５３ 地球温暖化対策の推進

◆計画事業５４ 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

●省エネルギー機器の設置助成

●みどりのカーテン普及事業

● 「新宿の森」

カーボン・オフセット事業

●３Ｒ推進協議会 ●食品ロス削減

●資源回収（古紙、びん・缶、ペットボトル 等）

主な計画事業
基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

▲伊那の「新宿の森」
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◆計画事業５５ 観光と一体となった産業振興

◆計画事業５６ 大学等との連携による商店街支援

●「しんじゅく逸品マルシェ」

出店企業の商品を登録してPR

●観光資源案内サイトを活用した

「しんじゅく逸品」の情報発信

●大学等が持つ

専門性や人的資源を活かした

商店街の魅力づくり

主な計画事業
基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造
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◆計画事業５８ 新宿の歴史・文化の魅力向上

◆計画事業５９ 新宿ブランドを活用した取組の推進

●アニメ・漫画等を活用したイベント（スタンプラリー）

●夏目漱石コンクール（読書感想文・絵画）

●新宿観光振興協会を活用した情報発信

➣パブリックアート等の魅力あるスポット

➣文化歴史資源

➣イベント ➣グルメ

●「しんじゅく逸品」の普及
新宿観光案内所

主な計画事業
基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造
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◆計画事業６１ スポーツ環境の整備

◆計画事業６３ 平和啓発事業の推進

◆計画事業６２ 多文化共生のまちづくりの推進

●スポーツ体験（子ども・成人向け）

●障害者スポーツ体験

●新宿区スポーツ施設整備基金の活用

●しんじゅく多文化共生プラザの機能の充実

（日本語学習支援、外国人相談機能、ネットワーク機能）

●平和展等の開催

●平和の語り部・戦争体験動画の活用

主な計画事業
基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造
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基本政策Ⅳ 健全な区財政の確立

基本政策Ⅴ 好感度１番の区役所

効果的・効率的な行財政運営 区有施設マネジメント

行政サービスの向上 職員の能力開発

◆計画事業６４ 公民連携（民間活用）の推進

◆計画事業６６ 区有施設等の長寿命化

◆計画事業７０ 多様な決済手段を活用した電子納付の推進

◆計画事業７１ 行政手続のオンライン化等の推進

主な計画事業

主な計画事業
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◆計画事業６５ 効果的・効率的な業務推進



第二次実行計画（素案）の
パブリック・コメントのお知らせ

実施期間 令和2年10月15日（木）から11月16日（月）まで

意見を提出
できる方

①新宿区内に在住・在勤・在学の方
②区内事業者及び団体
③施策等の案に利害関係のある方

資料の
閲覧・公開

◆以下の場所に配布
本庁舎1階（区政情報センター）
本庁舎3階（企画政策課、区政情報課）
特別出張所、区立図書館

◆新宿区ホームページ

意見の
提出方法

意見用紙に必要事項を記入の上、郵送・ファックス・
窓口持参により、ご提出をお願いいたします。
（新宿区ホームページからもご意見をお寄せいただ
けます。）
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【担当】 新宿区 総合政策部 企画政策課 （電話）03-5273-3502


