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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は ☎（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ https://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

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

…イベント …講座

　3年度の当初予算案は、「不透明な財政環境の中、『新たな日常』を基軸とする第二次実行計画を始動さ
せ、現下の区政課題の解決に向け挑戦する予算」と位置付け、編成しました。一般会計は1,576億7,149万6
千円で、前年度に比べ36億9,515万4千円、2.4％の増となりました。特別会計を合わせた予算規模は
2,266億2,700万3千円となっています。
　今回は、予算案のうち会計別当初予算案、一般会計歳入・歳出予算の内訳のほか、3年度に実施する第二次
実行計画事業について、予算の内訳と予算見積もりの査定結果をお知らせします。予算案は、現在開会中の
3年第1回区議会定例会で審議されます。

【問合せ】財政課（本庁舎3階）☎（5273）4049へ。

「令和3年度予算（案）の

概要」を作成しました

　予算案のあらましや、主要施策の概
要等を掲載しています。
財政課、区政情報セン
ター（本庁舎1階）等
で 配 布 し て い る ほ
か、新 宿 区 ホ ー ム
ページでご覧いた
だけます。

（△は減）
会計区分 3年度予算額 増減額（2年度比） 増減率

一般会計 1，57６億7，14９万６千円 3６億９，515万4千円 2．4％
国民健康保険特別会計 353億８7９万９千円 △12億5，31９万5千円 △3．4％
介護保険特別会計 2６1億4，1８0万９千円 △5億2，002万7千円 △2．0％
後期高齢者医療特別会計 75億4８９万９千円 △5，８51万4千円 △0．８％

合　計 2，2６６億2，700万3千円 1８億６，341万８千円 0．８％

3年度会計別当初予算案

（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）

　第二次実行計画は、総合計画の5つの基本政策に基づき、令和3年度～5年度に計画的・優先
的に推進する事業をまとめたものです（１・2面参照）。3年度は、一般会計歳出予算（左円グラフ
下）の各経費のうち141億9,784万1千円、特別会計歳出予算の各経費のうち7,781万2千円、合
計142億7,565万3千円が第二次実行計画事業に充てられます。
　また、広報新宿令和2年11月25日号4面に掲載した第二次実行計画（令和3年度～5年度）で
取り組む事業の一部の3年度予算見積もりについて、予算案の金額と調整内容をお知らせし
ます。

第二次実行計画事業

3年度の内訳
（１42億7,565万3千円）

一般会計歳入予算の内訳

総額
1,576億
7,149万
6千円

特
定
財
源

一般
財
源

特別区税
470億9,501万5千円

（29.9％） 

特別区交付金
253億8,900万円

（16.1％）

特別区民税
429億9,124万9千円

（27.3％）

地方消費税交付金
120億5,587万6千円

（7.6％） 

財政調整基金繰入金
82億1,911万4千円

（5.2％）

その他一般財源
53億6,612万7千円

（3.4％）

国庫支出金
303億847万8千円

（19.2％）

都支出金
127億6,358万3千円

（8.1％）

使用料及び手数料
44億3,025万1千円

（2.8％）

繰入金（※財政調整基金繰入金除く）
54億3,425万2千円

（3.5％）

その他特定財源
66億980万円

（4.2％）

軽自動車税
1億658万7千円

（0.1％）

入湯税
1,799万7千円

（0.0％）

特別区たばこ税
39億7,918万円2千円

（2.5％）

一般会計歳出予算の内訳

★は区民１人当たりの歳出額45万6,713円（１月１日
現在の新宿区の人口34万5,231人から算出）の内訳

総額
1,576億
7,149万
6千円

議会費
7億6,848万6千円
（0.5%）★2,226円

予備費
3億円
（0.2%）★869円

総務費
122億3,574万円
（7.8%）★3万5,442円
地域振興費
78億7,998万9千円
（5.0%）★2万2,825円

文化観光産業費
44億554万7千円
（2.8%）★1万2,761円

土木費
121億3,286万2千円
（7.7%）
★3万5,144円

教育費
124億6,530万3千円
（7.9%）★3万6,107円

公債費
27億244万1千円
（1.7%）★7,828円

諸支出金
36億1,487万8千円
（2.3%）★1万471円

子ども家庭費
327億3,006万5千円
（20.7%）★9万4,806円

福祉費
449億4,298万円
（28.5%）
★13万183円

健康費
151億3,205万2千円
（9.6%）★4万3,832円

環境清掃費
83億6,115万3千円
（5.3%）★2万4,219円

構成比の合計が100になる
ように端数処理しています。 ★は区民１人当たりの歳出額44万1,887円（１月１日

現在の新宿区の人口34万8,452人から算出）の内訳

総額
1,539億
7,634万
2千円

総額
1,539億
7,634万
2千円

議会費
7億6,663万6千円

（0.5%）★2,200円

予備費
1億5,000万円

（0.1%）★430円

総務費
110億7,362万3千円

（7.2%）★3万1,779円
地域振興費
87億810万3千円

（5.7%）★2万4,991円

文化観光産業費
35億770万8千円

（2.3%）★1万67円
土木費
125億238万3千円

（8.1%）
★3万5,880円

教育費
117億8,930万2千円

（7.7%）★3万3,833円

公債費
23億3,559万2千円

（1.5%）★6,703円

諸支出金
35億9,134万7千円

（2.3%）★1万307円

特別区税
493億2,986万5千円

（32.0％） 

特別区交付金
263億6,900万円

（17.1％）

特別区民税
444億8,536万9千円

（28.9％）

地方消費税交付金
131億6,354万7千円

（8.6％） 

財政調整基金繰入金
38億8,099万9千円

（2.5％）

その他一般財源
49億6,262万9千円

（3.3％）

国庫支出金
293億8,447万8千円

（19.1％）

都支出金
134億573万7千円

（8.7％）

使用料及び手数料
45億3,648万7千円

（3.0％）

繰入金（※財政調整基金繰入金除く）
15億7,683万7千円

（1.0％）

その他特定財源
73億6,676万3千円

（4.7％）

軽自動車税
1億1,029万4千円

（0.1％）

入湯税
6,110万2千円

（0.0％）

特別区たばこ税
46億7,310万円

（3.0％）

子ども家庭費
326億8,052万円

（21.2%）★9万3,788円

福祉費
444億6,474万4千円

（28.9%）
★12万7,606円

健康費
143億8,256万3千円

（9.3%）★4万1,276円

環境清掃費
80億2,382万1千円

（5.2%）★2万3,027円

事業名 見積額 予算額 調整額・内容

新宿駅周辺地区の整備推進 7９7，８1６ ８12，９９９ 事業スケジュールの見直し等による増額� 15，1８3
安全で快適な鉄道駅の

整備促進
1９0，020 1９0，020 見積もりどおり

新宿中央公園の魅力向上 ９８，05８ ９８，02８ 工事費の精査による減額△30

地球温暖化対策の推進 ８６，８６６ ８5，421

「新宿の森」自然体験の休止に
よる減額� △2，4８６
環境対策講座の追加による
増額� 1，041

大学等との連携による

商店街支援
10，0８0 10，0８0 見積もりどおり

新宿の歴史・文化の魅力向上 23，15６ 22，274 事務費等の精査による減額△８８2

事業名 見積額 予算額 調整額・内容

建築物等の耐震性強化 471，333 4９0，８32
特定緊急輸送道路沿道建築物
の耐震改修工事費補助件数の
増等による増額� 1９，4９９

道路の無電柱化整備 114，513 114，513 見積もりどおり
道路・公園の防災性の向上 7６，８73 7６，８71 事務費の精査による減額�△2
マンション防災対策の充実 4，7６0 4，7６0 見積もりどおり

（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）

事業名・内容 見積額 予算額 調整額・内容
気軽に健康づくりに取り組め

る環境整備
22，402 1８，222 健康ポイント事業委託料等の精査による減額� △4，1８0

高齢期の健康づくりと介護予

防・フレイル予防の推進
2６，2８1 2６，2６８ 事務費の精査による減額△13

地域で支え合うしくみづくり

の推進
８3，８44 ８６，035

地域交流スペース（中落合高
齢者在宅サービスセンター
内）開設準備経費の増額

2，1９1
着実な保育所待機児童対策の

推進
25８，222 71６，05９ 私立保育所2か所の追加整備等による増額� 457，８37

地域協働学校（コミュニティ・

スクール）の充実
25，055 24，4８5 事務費の精査による減額△570

豊かな人間性と社会性を育む

教育の充実
23，505 22，450 教材の印刷経費等の精査による減額� △1，055

若者の区政参加の促進 3，4８６ 2，1８８ しんじゅく若者意識調査の見直しによる減額� △1，2９８
町会・自治会活性化への支援 4，９71 4，９71 見積もりどおり

暮らしやすさ1番の新宿

新宿の高度防災都市化と

安全安心の強化

賑わい都市・新宿の創造

健全な区財政の確立

好感度1番の区役所

「地方創生の推進」と「税源偏在
是正」の名のもと、法人住民税の一
部国税化や地方消費税の清算基準
の見直し、ふるさと納税等の不合
理な税制改正により、特別区の貴
重な税源は一方的に奪われていま
す。
　こうした不合理な税制改正によ
る特別区全体の影響額は2,500億
円に迫る勢いで、特別区における

人口70万人程度の財政規模に相
当する額です。

地方税を国税化して再配分する
手法は、応益負担や負担分任とい
う地方税の本旨を無視したもので
す。本来、地方財源の不足や地域間
の税収等の格差は、国の責任で地
方交付税財源の法定率を引き上
げ、調整するべきです。

特別区は、持続的な都市の発展
のために取り組むべき喫緊の課題
や将来的な課題が山積していま
す。
　こうした中、新型コロナ対策で
は全国で最も多くの感染者を抱
え、感染拡大防止対策や中小企業・
医療機関への支援策、生活保護費
など、膨大な財政需要が生じてい
ます。

不合理な税制改正の影響に、新
型コロナの影響による景気後退

が重なり、今後、地方交付税の不
交付団体である特別区は大幅な
減収局面を迎えます。こうした状
況の中、備えとしての基金残高や
税収の多寡という側面にのみ焦
点を当てて、あたかも財源に余裕
があるとする議論は容認できま
せん。
　今こそ、国の責任において各地
域を支える地方税財源の充実強化
を図り、日本全体の持続可能な発
展を目指すべきです。

目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実目指すべき地方税財源の充実不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張不合理な税制改正等に対する特別区の主張

⃝所得税及び復興特別所得税
　…4月１5日㈭まで

⃝贈与税…4月１5日㈭まで
⃝個人事業者の消費税及び
　地方消費税…4月１5日㈭まで

贈与税…4月

確定申告確定申告確定申告確定申告確定申告が始まりました

◆医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控医療費控除の申告には「医療費控
　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です　除の明細書」の添付が必要です

　申告について詳しくは、国税庁ホームページ（㋭https://www.nta.go.jp/）でご案内しています。
【問合せ】▶新宿税務署（〒169―8561北新宿1―19―3）☎（6757）7776、▶四谷税務署（〒160―8530四
谷三栄町7―7）☎（3359）4451へ。
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　「医療費控除の明細書」は国税庁
ホームページからダウンロードでき
ます。
※領収書では医療費控除は受けられ
ません（領収書は5年間保存が必要で
す。税務署から求められた際は、提示
または提出しなければなりません）。
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にせ税理士にご注意を
　税理士は税理士証票を携行し、税理士
バッジを着用しています。税理士をかた
る不審な人物には、十分ご注意ください。

申告
期限

4月１日から始まります

　ふるさと納税制度による寄附金が区政や地域社会に有意義に活用されるよう、地域社会に貢
献する公益的活動を行う区内の団体を指定して、区へ寄附できる新たな寄附金として「ふるさと
新宿区わがまち応援寄附金」の受け入れを開始します。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）☎（5273）3505へ。

◆ふるさと新宿区わがまち応援寄附金
区内在住・在外を問わず、支援したい区内の団体（下記支援対象団体）を選んで区へ寄附できます。

　寄附金額のうち、7割（上限）は寄附者が支援したい団体へ「支援金」として交付し、3割は区政
全般へ活用します。
※団体に支援金の交付ができなかった場合も、寄附金は寄附者に返還せず、全額を区政全般に活
用させていただきます。

◆寄附の方法
下記から納付方法を選択。

▶納付書での寄附（右図参照）
▶現金での寄附（総務係で受け付け）

◆税金の寄附金控除
　寄附金額から2,000円を除いた額（個人ごとに上限あり）を確定申告することで、所得税・住民
税の控除が受けられます。
※寄附金控除には、原則として区の寄附証明書による確定申告が必要です。給与所得者等の一定
の要件に該当する方は、ワンストップ特例制度（確定申告不要）が利用できます。

ふるさと新宿区
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※寄附金申込書は、新宿区ホームページ
から取り出せます。郵送での取り寄せを
希望する方は総務係へお電話ください。

◎支援対象団体…公益財団法人・社団法人、学校法人、認定NPO法人等、東京都条例指定寄附金
の対象団体で、主たる事務所・事業所の住所が新宿区内の団体。詳しくは、新宿区ホームページで
ご案内しています。
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88１１万4千円 万4千円 万4千円 万4千円 万4千円 

（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）（単位：千円、△は減）

確定申告のの注意点注意点注意点注意点

令令和和3年度年度年度

予算案をを

　　　　　　お知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせします

財政課、区政情報セン
ター（本庁舎1階）等
で 配 布 し て い る ほ
か、新 宿 区 ホ ー ム

令和3年度予算（案）の概要

令和3年2月
新 宿 区

一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源一方的に奪われる特別区の税源　新型コロナの動向を見極めながら、「区民の命と暮らしを守る対応」と「地域経
済の回復に向けた対応」について、引き続き社会経済情勢に応じて機動的に取り
組んでいきます。
◆感染防止対策　１2億8,333万2千円

【主な事業】▶検査体制の充実（4億5,459万8千円）、▶保健所の機能強化（1億6,350万
1千円）、▶医療費公費負担（1億5,400万2千円）、▶移送体制の確保（3,911万6千円）
◆経済対策　9億5万2千円

【主な事業】▶商工業緊急資金利子補給（3億5,477万9千円）、▶貸付信用保証料補
助（1億4,887万円）、▶店舗等家賃減額助成（1億4,598万3千円）
◆区民生活支援　3億１,968万円

【主な事業】▶住居確保給付金（2億8,780万2千円）、▶高齢者緊急ショートステイ事業
（1,028万7千円）、▶緊急保護居室確保等（障害者緊急ショートステイ／939万2千円）

新型コロナ対策　25億306万4千円（特別会計を含む）

寄附者
①寄附金申込書（※）を提出
②（①が区に到着後）寄附者へ納付書を
送付
③ 納付書で金融機関等から寄附金を納
付（手数料無料）
④納付確認後、寄附金受領証明書を送付

⬆

⬆

①③

②④

納付書での寄附

新宿区

基本政策Ⅰ

基本政策Ⅱ

基本政策Ⅲ

基本政策Ⅳ

基本政策Ⅴ

一般財源：98１億2,5１3万2千円（62.2％）
特定財源：595億4,636万4千円（37.8％）

※税務署内に申告書作成会場はありません。
※作成済みの申告書等は、郵送で所轄の税務署へ提出して
ください。

⃝入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です入場には整理券が必要です
混雑回避のため、当日午前８時30分から会
場で整理券を配布します。また、LⅠNEアプリ
で国税庁LⅠNE公式アカウント（国税庁ホー
ムページ内。右図二次元コード）を「友だち追
加」することで、事前に日時指定の整理券を入手できま
す。整理券の配布状況により、早めに受け付けを終了する
場合があります。詳しくは、国税庁ホームページでご案内
しています。

申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を申告書作成会場を
　　　　　　　　　ルミネゼロ（NEWoMan５階）に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中に開設中

【開設期間】3月１5日㈪まで（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　※2月28日㈰は開場します。

【受付時間】午前8時30分～午後4時
 　　　　　（相談は午前9時１5分から）

【所在地】渋谷区千駄ヶ谷5―24―55、NEWoMan5階
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