
◆　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

1 【拡充】 29,452 千円

2① 29,378 千円

2② 【拡充】 24,661 千円

3① 生活習慣病の予防（生活習慣病治療中断者への受診勧奨） 5,058 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

4① 49,336 千円

4② 地域で支え合うしくみづくりの推進（「地域支え合い活動」の展開） 【拡充】 48,842 千円

5① 【拡充】 35,132 千円

6 4,306 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

7 【新規】 135,015 千円

8 区立障害者福祉施設の機能の充実 【新規】 122,492 千円

　４　安心できる子育て環境の整備

9 620 千円

10 【拡充】 2,510,780 千円

11 【拡充】 100,521 千円

12 【拡充】 2,938 千円

　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

13 24,485 千円

14 【拡充】 274,270 千円

15 66,115 千円

16 【拡充】 3,789 千円

18 【拡充】 1,516,975 千円

　７　女性や若者が活躍できる地域づくりの推進

21 7,568 千円

22 1,938 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

23 【拡充】 24,344 千円

24 3,138 千円多様な主体との協働の推進

町会・自治会活性化への支援

地域協働学校（コミュニティ・スクール）の充実

特別支援教育の推進

日本語サポート指導

不登校児童・生徒への支援

ＩＣＴを活用した教育の充実

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

若者の区政参加の促進

児童相談所設置準備

（予算額）

気軽に健康づくりに取り組める環境整備

高齢期の健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進
（高齢期の健康づくりと介護予防・フレイル予防事業）

高齢期の健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進
（高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業）

地域で支え合うしくみづくりの推進（多様な主体による支え合いの推進）

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）

認知症高齢者への支援体制の充実

障害者グループホームの設置促進

着実な保育所待機児童対策の推進

放課後の子どもの居場所の充実

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実

第二次実行計画事業
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◆　Ⅰ　暮らしやすさ１番の新宿

　９　地域での生活を支える取組の推進

25 88,783 千円

26 308,322 千円

27 【拡充】 3,326 千円

◆　Ⅱ　新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

　１　災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり

28① 【拡充】 600,686 千円

28② 【拡充】 37,495 千円

29① 【拡充】 99,016 千円

29② 834 千円

29③ 27,952 千円

30① 1,254,087 千円

30② 【新規】 596,087 千円

30④ 234 千円

31 387,467 千円

32 【拡充】 260,189 千円

33① 64,254 千円

33② 80 千円

34 【拡充】 82,548 千円

　２　災害に強い体制づくり

35 【拡充】 5,500 千円

36 4,760 千円

　３　暮らしやすい安全で安心なまちの実現

37 2,542 千円

38 【拡充】 12,209 千円

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

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

マンション防災対策の充実

新型インフルエンザ等対策の推進

マンションの適正な維持管理及び再生への支援

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

高齢者や障害者等の住まい安定確保

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））

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（西新宿五丁目中央南地区））

再開発による市街地の整備
（市街地再開発事業助成（西新宿三丁目西地区））
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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

39① 14,451 千円

39② 84,328 千円

39③ 822 千円

39④ 10 千円

39⑤ 【拡充】 37,318 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

40 【拡充】 94,616 千円

　３　地域特性を活かした都市空間づくり

41 【拡充】 25,560 千円

42 【拡充】 8,809 千円

　５　道路環境の整備

44 【拡充】 5,550 千円

45① 【拡充】 123,460 千円

45② 【拡充】 172,913 千円

46 257,844 千円

　６　交通環境の整備

47 【拡充】 65,734 千円

49 20 千円

　７　豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備

50 【拡充】 56,240 千円

51 【拡充】 10,802 千円

52 公園施設の計画的更新 【拡充】 68,879 千円

53 【拡充】 94,039 千円

　８　地球温暖化対策の推進

54① 【拡充】 91,133 千円

54② 【拡充】 33,017 千円

54③ 【拡充】 91,665 千円

　９　資源循環型社会の構築

55① 4,106 千円

55② 【拡充】 3,777 千円

55③ 【拡充】 1,804,425 千円

安全で快適な鉄道駅の整備促進

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）

地球温暖化対策の推進（事業者省エネルギー行動等の促進）

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）

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
（食品ロス削減の推進）

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）

自転車通行空間の整備

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）

新宿駅周辺地区の整備推進（新宿駅周辺地区のまちづくりルールの策定）

歌舞伎町地区のまちづくり推進

地区計画等のまちづくりルールの策定

景観に配慮したまちづくりの推進

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（バリアフリーの道づくり）

道路の環境対策

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（新宿駅直近地区のまちづくり）
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◆　Ⅲ　賑わい都市・新宿の創造

　１０　活力ある産業が芽吹くまちの実現

56① 【拡充】 17,943 千円

56② 6,915 千円

　１１　魅力ある商店街の活性化に向けた支援

57 12,087 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

58 31,923 千円

59 【拡充】 25,476 千円

　１３　国際観光都市・新宿としての魅力の向上

60① 【拡充】 27,487 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

62① 【新規】 14,036 千円

62② 【拡充】 11,872 千円

62④ 【拡充】 315,708 千円

　１５　多文化共生のまちづくりの推進

63 【拡充】 8,185 千円

　１６　平和都市の推進

64 5,120 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

65 【拡充】 1,314 千円

66 【拡充】 26,717 千円

71 【拡充】 633,573 千円

　２　公共施設マネジメントの強化

67① 【拡充】 1,283,629 千円

68① 114,439 千円

68② 【拡充】 870,209 千円

68③ 【新規】 88,770 千円

◆　Ⅴ　好感度１番の区役所

　１　行政サービスの向上

69 20,341 千円

70 6,950 千円行政手続のオンライン化等の推進

基幹業務システム基盤の整備

区有施設等の長寿命化（中長期修繕計画に基づく施設の維持保全）

区有施設のマネジメント（高齢者活動・交流施設のマネジメント）

区有施設のマネジメント（牛込保健センター等複合施設の建替え）

区有施設のマネジメント（旧都立市ヶ谷商業高等学校の将来活用）

多様な決済手段を活用した電子納付の推進

効果的・効率的な業務の推進

観光と一体となった産業振興（多彩な観光資源を活かした区内回遊の促進）

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

新宿の歴史・文化の魅力向上

新宿ブランドを活用した取組の推進（魅力ある観光情報の発信）

スポーツ環境の整備（スポーツ環境整備方針の改定）

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
（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)

多文化共生のまちづくりの推進

平和啓発事業の推進

公民連携（民間活用）の推進

観光と一体となった産業振興（しんじゅく逸品の普及）

Ⅱ 第二次実行計画事業（区政運営編）
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