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地域防災計画を修正しました
区では、
東日本大震災以降、
地震災害や風
水害への対応を検討し、
3度にわたり地域防
災計画を修正し、
防災対策を推進してきまし
た。
今回、
首都直下地震等への備えとして、
被
害を最小限に抑え、
早期復興を可能とする減
災社会づくりに向けて総合的・計画的に取り
▲新宿駅西口現地本部訓練
組むため、
地域防災計画を修正しました。
計画の全文は、
危機管理課、
区政情報センター
（本庁舎1階）
で閲覧できるほか、
新
宿区ホームページでご覧いただけます。
【問合せ】
危機管理課危機管理係
（本庁舎4階）

（5273）
4592へ。
【修正の主な内容】
関係法令等の改正
（土砂災害防止法、
避難勧告等に関するガイドライン等）
を反映
区事業継続計画
（BCP）
の改定を反映
区耐震改修促進計画の改定を反映
26年度以降の区における防災対策の取り組みを反映
各種データの時点修正等

産業振興プランを策定しました

刔

みどりの基本計画を改定しました

刔

みどりの基本計画は、
将来の区のみどりのある
べき姿とそれを実現するための施策を定めたも
のです。今回、
公園の多様な活用や生物多様性
の普及などを目指して、
計画を改定しました。
改定に当たっては、
パブリック・コメント制
度
（意見公募）
でお寄せいただいたご意見やみど
▲新宿中央公園での田植え
りの推進審議会での審議を参考にしました。
計画の全文とお寄せいただいた
ご意見の要約と区の考え方は、
みどり公園課、
区政情報課（本庁舎3階）
、
区政情
報センター
（本庁舎1階）
、
特別出張所、
区立図書館で閲覧できるほか、
新宿区ホ
ームページでご覧いただけます。
【問合せ】
みどり公園課みどりの係
（本庁舎7階）

（5273）
3924へ。

刔 ５つの基本方針 刔

地域の貴重なみどりを守る
開発等によって減少するみどりを
守ります。
新たなみどりを増やす
公共施設や公園の緑化など、
目に見
える緑を増やします。

特色のある美しいみどりをつくる
地域に合うみどりをつくります。
みどりを活用する
公園等を使いやすくして、
多様に活
用します。
みどりの啓発としくみづくり
みどりの普及と推進のためのしく
み等を充実します。

第三次男女共同参画推進計画を策定しました

パープルリボ
ンボード

産業振興の基本目標や施策の方向性を明らかにするとともに、
産業施策を効果
全ての男女が性別にかかわりなく個性と能力を充
的・効率的に実施することを目的として策定しました。
策定に当たっては、
パブリ
分に発揮し、
責任を分かち合いながらあらゆる分野
ック・コメント制度（意見公募）
や説明会でお寄せいただいたご意見を参考にしま
に参画できる社会の実現を目的として策定しまし
した。
計画の全文と概要版、
お寄せいただいたご意見と区の考え方は、
産業振興課、 た。
策定に当たっては、
パブリック・コメント制度（意
区政情報課（本庁舎3階）
、
区政情報センター
（本庁舎1階）
、
特別出張所、
区立図書館
見公募）
や地域説明会でお寄せいただいたご意見を
で閲覧できるほか、
新宿区ホームページでご覧いただけます。
また、
計画の全文を
参考にしました。
計画の全文とお寄せいただいたご意見と区の考え方は、
男女
掲載した冊子を区政情報センターで有償頒布します。
共同参画課、
区政情報課（本庁舎3階）
、
区政情報センター
（本庁舎1階）
、
特別出張
【問合せ】
産業振興課産業振興係
（西新宿6―8―2、
BIZ
所、
区立図書館で閲覧できるほか、
新宿区ホームページでご覧いただけます。
新宿4階）

（3344）
0701へ。
【問合せ】
男女共同参画課
（荒木町16、
ウィズ新宿）

（3341）
0801へ。
ビ ジ ネ ス 交
流会

【基本目標】
革新と創造に取り組む企業の集
積と持続的に発展する産業シス
【施策の方向】
テムの形成
【基本目標の実現に向けた産業振 価値創造に向けた積極的な事業活動の推進
興の視点】
経営基盤の強化支援
事業革新と新たな価値創造の 発展的な事業承継の促進
創業へのチャレンジ支援
促進
来街者による賑わいの創出
ICTを活用した事業展開支援
地域に根ざす産業の振興と企 来街者の増加を好機とした事業展開支援
業支援
商店街の魅力アップ支援

【計画ビジョン】
【5つの目標】
誰もが個人として尊重され、
自分らしく豊 多様な生き方をみとめあう社
かに生活できるまち新宿
会づくり
【計画ビジョンの実現に向けた3つの視点】 ワーク・ライフ・バランスと働
誰もが個性と能力を十分に発揮できる き方改革の推進
まちをめざします。
あらゆる場面における男女共
多様なライフスタイルが実現し、
あらゆ 同参画の推進
る場面で男女が公平に参画できるまちを 人権の尊重と配偶者等からの
暴力のない社会の実現
めざします。
あらゆる暴力のない尊厳をもって暮ら 協働により計画を推進するた
せるまちをめざします。
めの体制づくり

平成30年第1回区議会定例会

議決結果

区長が提出した議案は、
全て可決、
決定されました。
【問合せ】
総務課総務係
（本庁舎3階）

（5273）
3505・

（3209）
9947へ。

条例の一部を改正する条例
新宿区介護保険条例の一部

新宿区立子育て支援施設の
設置及び管理に関する条例の

を改正する条例
新宿区指定地域密着型サー
ビスの事業の人員、
設備及び運

一部を改正する条例
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

営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例
新宿区指定地域密着型介護

部を改正する条例
新宿区国民健康保険条例の
一部を改正する条例

◆予算案12件
◎平成30年度予算
平成30年度新宿区一般会計
予算

平成29年度新宿区後期高齢者
医療特別会計補正予算
（第3号）
◆条例案34件
◎新設の条例

関する条例の一部を改正する
条例
新宿区空き家等の適正管理
に関する条例の一部を改正す

平成30年度新宿区国民健康
保険特別会計予算
平成30年度新宿区介護保険

新宿区一般職の任期付職員
の採用に関する条例
新宿区スポーツ施設整備基

る条例
新宿区印鑑条例の一部を改
正する条例

予防サービスの事業の人員、
設
備及び運営並びに指定地域密
着型介護予防サービスに係る

新宿区後期高齢者医療に関す
る条例の一部を改正する条例
新宿区立公園条例の一部を

特別会計予算
平成30年度新宿区後期高齢
者医療特別会計予算

金条例
新宿区指定居宅介護支援等
の事業の人員及び運営に関す

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

介護予防のための効果的な支
援の方法に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例

改正する条例
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

平成30年度新宿区一般会計
補正予算
（第1号）
平成30年度新宿区一般会計

る基準を定める条例
◎一部改正の条例
新宿区職員定数条例の一部

新宿区一般事務手数料条例
の一部を改正する条例
新宿区立心身障害者通所訓

新宿区指定介護予防支援等
の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介

条例の一部を改正する条例
新宿区立住宅管理条例の一
部を改正する条例

補正予算
（第2号）
平成30年度新宿区国民健康
保険特別会計補正予算
（第1号）

を改正する条例
新宿区職員の給与に関する
条例の一部を改正する条例

練施設条例の一部を改正する
条例
新宿区立障害者福祉センタ

護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例

新宿区幼稚園教育職員の給
与に関する条例の一部を改正
する条例

平成30年度新宿区介護保険
特別会計補正予算
（第1号）
◎平成29年度補正予算

新宿区職員の特殊勤務手当
に関する条例の一部を改正す
る条例

ー条例の一部を改正する条例
新宿区立福祉作業所条例の
一部を改正する条例

新宿区児童育成手当条例の
一部を改正する条例
新宿区ひとり親家庭等の医

◆その他4件
訴訟上の和解について
東京都後期高齢者医療広域

平成29年度新宿区一般会計
補正予算
（第7号）
平成29年度新宿区国民健康

新宿区長等の退職手当に関す
る条例の一部を改正する条例
新宿区職員の退職手当に関す

新宿区立新宿生活実習所条
例の一部を改正する条例
新宿区立障害者生活支援セ

療費の助成に関する条例の一
部を改正する条例
新宿区特定教育・保育施設及

連合規約の一部を変更する規
約について
特別区道の路線の認定につ

保険特別会計補正予算
（第2号）
平成29年度新宿区介護保険
特別会計補正予算
（第4号）

る条例の一部を改正する条例
災害に際し応急措置の業務
等に従事した者の損害補償に

ンター条例の一部を改正する
条例
新宿区心身障害者福祉手当

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

いて
人権擁護委員候補者の推薦
に関する意見の聴取について
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