
   令和 5年 

第１回区議会定例会提出案件概要 
（条例関係） 

議案番号 件    名 概           要 
 

 

第10 
号議案 

新宿区個人情報の保護に関す

る法律施行条例 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、同法の施行に関

し必要な事項を定める。 

［主な制定内容］ 

⑴ 個人情報を取り扱う事務について、業務の名称、業務の

目的等を記載した個人情報業務登録簿を作成し、一般の閲

覧に供することとする。 

⑵ 開示請求に係る手数料は、無料とする（写しの交付を受

ける者は、その実費を負担する。）。 

⑶ 開示決定等の期限は、請求があった日から 15 日以内と

する（法律上は、30日以内）。 

⑷ 個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見

に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき

は、新宿区情報公開・個人情報保護審議会に諮問すること

ができることとする。 

［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日 

［附則による他の条例の廃止］ 

 個人情報の保護に関する法律の改正により、地方公共団体の

個人情報保護制度についても同法の規定が適用されることと

なることに伴い、新宿区個人情報保護条例を廃止する。 

 

第11 
号議案 

新宿区情報公開・個人情報保護

審査会条例の一部を改正する

条例 

 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、新宿区情報公

開・個人情報保護審査会の所掌に係る法令名等について、規定

を整備する。 

［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日 

 

第12 
号議案 

新宿区情報公開・個人情報保護

審議会条例の一部を改正する

条例 

１ 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、新宿区情報公

開・個人情報保護審議会の所掌に係る法令名等について、規

定を整備する。 

２ 審議会の委員の構成を次のとおり変更する。 

現行（定員 15人以内） 改正後（定員 7人以内） 

学識経験者 3人以内 学識経験者 3人以内 

区議会議員 5人以内 削除 

区内各種団体の構成員 5人以内 削除 

追加 サイバーセキュリティに関する専

門的知見を有する者 2人以内 

区内に居住する者 2人以内 区内に居住する者 2人以内 
 
［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日 

 

第13 
号議案 

新宿区議会等の求めにより出

頭した者等の費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例 

 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、費用弁償の支給

対象となる参考人について、規定を整備する。 

［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日 
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（条例関係） 

議案番号 件    名 概           要 
 

 

第14 
号議案 

新宿区職員定数条例の一部を

改正する条例 

職員の定数を次のとおり変更する。 

 ⑴ 区長の事務部局の職員 2,506人⇒2,524人 

 ⑵ 教育委員会の事務部局の職員 133人⇒137人 

 ⑶ 教育委員会の所管に属する学校の職員 109人⇒103人 

 ⑷ 合計 2,782人⇒2,798人 

［施行日］ 

令和 5年 4月 1日 

 

第15 
号議案 

公益的法人等への新宿区職員

の派遣等に関する条例の一部

を改正する条例 

 職員の派遣先団体に「一般社団法人歌舞伎町タウン・マネー

ジメント」を追加する。 

［施行日］ 

 公布の日 

 

第16 
号議案 

新宿区印鑑条例及び新宿区住

民基本台帳制度の適正な運用

に関する条例の一部を改正す

る条例 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業

務に関する法律の改正に伴い、規定を整備する。 

［施行日］ 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する

法律の一部の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅

い日 

 

第17 
号議案 

新宿区一般事務手数料条例の

一部を改正する条例 

１ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律の改正に伴い、規定を整備する。 

２ 内閣府の外局としてこども家庭庁が設置され、関係法律に

規定する事務の権限が移行することに伴い、規定を整備する。 

［施行日］ 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する

法律の一部の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅

い日。ただし、上記２については、令和 5年 4月 1日 

 

第18 
号議案 

こども家庭庁設置法の施行に

伴う関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例 

内閣府の外局としてこども家庭庁が設置され、関係法律に規

定する事務の権限が移行することに伴い、次に掲げる条例につ

いて、規定を整備する。 

 ⑴ 新宿区立心身障害者通所訓練施設条例 

 ⑵ 新宿区立障害者福祉センター条例 

 ⑶ 新宿区立福祉作業所条例 

 ⑷ 新宿区立新宿生活実習所条例 

 ⑸ 新宿区立子育て支援施設の設置及び管理に関する条例 

 ⑹ 新宿区立障害者生活支援センター条例 

 ⑺ 新宿区子ども・子育て会議条例 

 ⑻ 新宿区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例 

［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日 

 

第19 
号議案 

新宿区家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条

例 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めてい

る厚生労働省令の改正に伴い、新宿区における当該基準につい

て、所要の改正を行う。 

［主な改正内容］ 

 ⑴ 家庭的保育事業所等ごとに、安全計画を策定しなければ
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（条例関係） 

議案番号 件    名 概           要 
 

ならないこととする。 

 ⑵ 自動車を運行するときは、点呼等により、利用乳幼児の

所在を確認しなければならないこととする。 

 ⑶ 送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当

該自動車にブザー等を備え、これを用いて利用乳幼児の所

在を確認しなければならないこととする。 

 ⑷ インクルーシブ保育を可能とするための設備・人員基準

の緩和を行う。 

 ⑸ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために必

要な措置を明確化する。 

 ⑹ 懲戒権に関する規定を削除する。 

［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日。ただし、上記⑹については、公布の日 

 

第20 
号議案 

新宿区特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定めている内閣府令の改正に伴い、新宿区における当該

基準について、所要の改正を行う。 

［主な改正内容］ 

 ⑴ 懲戒権に関する規定を削除する。 

 ⑵ こども家庭庁設置法の施行に伴う子ども・子育て支援法

の改正等に伴い、引用条項を改める。 

［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日。ただし、上記⑴については、公布の日 

 

第21 
号議案 

新宿区放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正

する条例 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

めている厚生労働省令の改正に伴い、新宿区における当該基準

について、所要の改正を行う。 

［主な改正内容］ 

 ⑴ 放課後児童健全育成事業所ごとに、安全計画を策定しな

ければならないこととする。 

 ⑵ 自動車を運行するときは、点呼等により、利用者の所在

を確認しなければならないこととする。 

 ⑶ 放課後児童健全育成事業所ごとに、業務継続計画を策定

するよう努めなければならないこととする。 

 ⑷ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために必

要な措置を明確化する。 

［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日 

 

第22 
号議案 

新宿区保健事業の利用に係る

使用料等を定める条例の一部

を改正する条例 

がん検診の利用の促進を図るため、その検診費用を無料とす

る時限的な特例措置を令和 6年 3月 31日まで継続する。 

［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日 

 

第23 
号議案 

新宿区保健衛生事務手数料条

例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例 

事業者の負担を軽減するため、食品衛生法に基づく営業許 

可に係る申請手数料を軽減する時限的な特例措置を令和 6年 3

月 31日まで継続する。 
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（条例関係） 

議案番号 件    名 概           要 
 

［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日 

 

第24 
号議案 

新宿区環境土木・都市計画事務

手数料条例の一部を改正する

条例 

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則、建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の改正に伴い、     

所要の改正を行う。 

［主な改正内容］ 

⑴ 共同住宅等における低炭素建築物新築等計画及び建築

物エネルギー消費性能向上計画の認定制度について、住戸

ごとの認定が廃止されたことに伴い、当該認定に係る申請

手数料を削除する。 

⑵ 低炭素建築物の認定基準及び建築物エネルギー消費性

能基準に適合している旨の認定について、より簡便に審査

が可能な基準（誘導仕様基準）が追加されたことに伴い、

当該基準による場合の認定申請手数料を定める。 

 [例] 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料（判定機関の

事前審査がない場合） 

建築物 

（総戸数） 
現行 

改定後 

誘導仕様基準

による場合 

誘導仕様基準以

外による場合 

一戸建ての住宅 35,000円 21,000円 35,000円 

共
同
住
宅
等
（
住
戸
の
部
分
） 

1戸 35,000円 21,000円 35,000円 

2戸～5戸 69,000円 39,000円 69,000円 

6戸～10戸 97,000円 56,000円 97,000円 

11戸～25戸 137,000円 80,000円 137,000円 

26戸～50戸 197,000円 120,000円 197,000円 

51戸～100戸 283,000円 182,000円 283,000円 

101戸～200戸 385,000円 261,000円 385,000円 

201戸～300戸 508,000円 340,000円 508,000円 

301戸～ 600,000円 390,000円 600,000円  
［施行日］ 

公布の日 

 

第25 
号議案 

新宿区地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例 

１ 西新宿一丁目商店街地区地区計画の都市計画決定に伴い、

本条例の適用区域に「西新宿一丁目商店街地区地区整備計

画」の区域を追加するとともに、当該区域内における建築物

について、用途の制限事項を定める。 

２ 新宿駅直近地区地区計画の都市計画変更決定（開発計画の

具体化に合わせた計画地区の分割及び追加）に伴い、同様に

計画地区の分割を行うとともに、当該追加された計画地区の

区域内における建築物について、制限事項を定める。 

⑴ 用途の制限 

⑵ 敷地面積の最低限度 

 ⑶ 壁面の位置の制限 

３ 建築基準法の改正に伴い、地区整備計画の区域内におい

て、住宅又は老人ホーム等に設ける給湯設備等のための機械

室の部分に係る容積率の特例措置を講ずる。 

［施行日］ 

 公布の日。ただし、上記３については、令和 5年 4月 1日 
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（条例関係） 

議案番号 件    名 概           要 
 

 

第26 
号議案 

新宿区立住宅管理条例の一部

を改正する条例 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正に伴い、引

用条項を改める。 

［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日 

 

第27 
号議案 

新宿区立の小学校、中学校及び

特別支援学校の非常勤の学校

医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例

の一部を改正する条例 

 区立学校医等の公務災害補償額の算定基礎としている都立

学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例の改正に合わせ、次のとおり補償基礎額を改定する。 

 ⑴ 学校医及び学校歯科医 

経験年数 現行 改定後 

5年未満 7,059円 7,194円 

5年以上 10年未満 8,730円 8,820円 

10年以上 15年未満 11,448円 11,481円 

 ⑵ 学校薬剤師 

経験年数 現行 改定後 

5年未満 6,135円 6,240円 

5年以上 10年未満 7,215円 7,260円 

10年以上 15年未満 8,937円 8,943円 
 
［施行日］ 

 令和 5年 4月 1日 
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（議決案件関係） 

議案番号 件    名 概           要 
 

 

 

第28 
号議案 

土地の信託の変更について 平成 12 年第 3 回新宿区議会定例会における議決に基づく土

地の信託について、その信託期間及び信託報酬を変更する。 

⑴ 信託する土地の所在・地番 

  東京都新宿区西新宿一丁目 23番 3 

⑵ 信託期間 

  変更前 建物竣工後 20年間 

※令和 5年 6月 30日まで 

  変更後 建物竣工後 30年間 

※令和 15年 6月 30日まで 

⑶ 信託報酬 

  変更前 賃貸料収入に 1.7パーセントを乗じた額 

  変更後 賃貸料収入に 2.5パーセントを乗じた額 

 

第29 
号議案 

公の施設の指定管理者の指定

について 

公の施設の管理を行わせるため、地方自治法第 244条の 2第

3項の規定に基づき、次のとおり指定管理者の指定を行う。 

⑴ 公の施設の名称及び位置 

 ア 新宿区立東五軒町地域交流館 

   東京都新宿区東五軒町 5番 24号 

 イ 新宿区立東五軒町児童館 

    東京都新宿区東五軒町 5番 24号 

 ⑵ 指定する団体 

  ア 名称 株式会社ポピンズエデュケア 

  イ 主たる事務所の所在地 東京都渋谷区広尾五丁目 6番 

6号 

⑶ 指定の期間 

   令和 5年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで 
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