
議 会 運 営 委 員 会 日 程                                  

 

 

                           平成２４年１１月２９日（木） 

午前１０時 ５０２会議室 

 

 

 

 

 

日程第１ 追加議案について 

 (1) 議案第２５７号 上告受理の申立てについて 

 (2) 議案第２５８号 訴訟上の和解について 

 

 

 

 

 

日程第２ 委員会で審査中の請願・陳情にかかわる代表質問について 

 

 

 

 

 

日程第３ １２月５日（水）及び６日（木）の本会議の運営について 

 【別紙「１２月５日（水）の本会議の議事要領」及び「１２月６日（木）の本会議

の議事要領」による】 

 

 

 

 

 

日程第４ その他 
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日 曜日 本会議 委員会等 摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

11/26 月
本　会　議
 (第１日）

開会、諸報告、会議録署名議員の指名、会期の決定、議案上程、提案説明、
分割議案に対する議事（自席質疑、採決）、散会

27 火

（審査中の請願・陳情にかかわる質問の通告締切日　午後３時）

 （第１回請願・陳情締切日　午後５時）

議 会 運 営 委 員 会 追加議案、１２月６日の本会議の運営について

委 員 会 （代表質問発言通告締切日　午後１時）

30 金 　 　

12/1 土

2 日

3 月

4 火

5 水
本 会 議
(第２日）

再開、代表質問（自民党、公明党）、延会

6 木
本 会 議
(第３日）

正 副 委 員 長 会 議
再開、代表質問（民主党、共産党、みんなの党）、
委員会付託（請願・陳情含む）、追加議案に対する議事、散会

7 金 委 員 会

8 土

9 日

（一般質問発言通告締切日　午後１時）

（討論発言通告締切日　午後３時）

11 火 議 会 運 営 委 員 会 追加議案（人事案件）、１２日の本会議の運営、一般質問等について

12 水
本 会 議
(第４日）

再開、委員長報告、討論、採決、人事案件に対する議事、その他、散会

13 木

14 金

15 土

16 日

17 月 （第２回請願・陳情締切日　午後５時）

18 火
本 会 議
(第５日）

再開、一般質問、延会

19 水
本 会 議
(第６日）

正 副 委 員 長 会 議 再開、一般質問、請願・陳情、閉会

　平成２４年第４回川崎市議会定例会会期日程

28 水

＊　発言の会派順位 　　　自民党、 公明党、 民主党、 共産党、 みんなの党　　　

29 木

10 月 委 員 会
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１２月５日（水）の本会議の議事要領 

 

 

【議事日程～別紙議事日程第２号による】 

 

 

１ 日程第１  

議案第２５７号 上告受理の申立てについて 

  〔上程、提案説明、自席質疑（ご意見等も含む。）の後、直ちに起立により採決〕 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１２月６日（木）の本会議の議事要領 

 

 

【議事日程～別紙議事日程第３号による】 

 

 

１ 日程第３  

議案第２５８号 訴訟上の和解について 

  〔上程、提案説明、自席質疑の後、環境委員会へ付託〕 
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平成２４年第４回川崎市議会定例会 
議事 日程第２ 号 

 
 

平成２４年１２月５日（水）  
午前１０時  開  議 

 
 
第 １ 
 
議案第２５７号  上告受理の申立てについて 

 
第 ２ 
 
議案第１７６号  川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７７号  川崎市とどろきアリーナ条例及び川崎市武道館条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７８号  川崎市体育館条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７９号  川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１８０号  川崎市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１８１号  川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の制定 
         について 
議案第１８２号  川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第１８３号  川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第１８４号  川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第１８５号  川崎市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第１８６号  川崎市環境影響評価に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１８７号  川崎市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する条例の制定について 
議案第１８８号  川崎市理容師法施行条例の制定について 
議案第１８９号  川崎市美容師法施行条例の制定について 
議案第１９０号  川崎市興行場法施行条例の制定について 
議案第１９１号  川崎市旅館業法施行令に基づく施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定 
         について 
議案第１９２号  川崎市公衆浴場法施行条例の制定について 
議案第１９３号  川崎市クリーニング業法施行条例の制定について 
議案第１９４号  川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の制定について 
議案第１９５号  川崎市診療所における専属薬剤師の配置基準に関する条例の制定について 
議案第１９６号  川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第１９７号  川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第１９８号  川崎市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第１９９号  川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第２００号  川崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０１号  川崎市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０２号  川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０３号  川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０４号  川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０５号  川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０６号  川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０７号  川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０８号  川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０９号  川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第２１０号  川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第２１１号  川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る 
         介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の制定について 
議案第２１２号  川崎市指定地域密着型介護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介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の制定について 
議案第２１３号  川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例 
         の制定について 
議案第２１４号  川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２１５号  川崎市道路の構造の技術的基準に関する条例の制定について 
議案第２１６号  川崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の制定について 
議案第２１７号  川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の制定について 
議案第２１８号  川崎市道路附属物自転車等駐車場の標識の設置に関する条例の制定について 
議案第２１９号  川崎市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定について 
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議案第２２０号  川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例の制定について 
議案第２２１号  川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２２号  川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び川崎市交通事業の設 
         置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２３号  川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の制定について 
議案第２２４号  川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２５号  川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２６号  川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２７号  川崎市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２８号  生田緑地、川崎市岡本太郎美術館、川崎市立日本民家園及び川崎市青少年科学館の指定管理者の 
         指定について 
議案第２２９号  当せん金付証票発売の限度額について 
議案第２３０号  堤根処理センター基幹的整備工事請負契約の締結について 
議案第２３１号  はるひ野小中学校校舎増築工事請負契約の締結について 
議案第２３２号  川崎競輪場西側施設・選手管理棟改築工事請負契約の締結について 
議案第２３３号  南部地域療育センターの指定管理者の指定について 
議案第２３４号  川崎市北部リハビリテーションセンターの指定管理者の指定について 
議案第２３５号  社会復帰訓練所の指定管理者の指定について 
議案第２３６号  川崎市視覚障害者情報文化センターの指定管理者の指定について 
議案第２３７号  川崎市百合丘老人いこいの家の指定管理者の指定について 
議案第２３８号  川崎駅北口自由通路等整備工事委託等契約の締結について 
議案第２３９号  横浜市道路線の認定の承諾について 
議案第２４０号  市道路線の認定及び廃止について 
議案第２４１号  川崎市入江崎余熱利用プールの指定管理者の指定について 
議案第２４２号  訴訟上の和解について 
議案第２４３号  訴訟上の和解について 
議案第２４４号  訴訟上の和解について 
議案第２４５号  訴訟上の和解について 
議案第２４６号  訴訟上の和解について 
議案第２４７号  訴訟上の和解について 
議案第２４８号  訴訟上の和解について 
議案第２４９号  訴訟上の和解について 
議案第２５０号  訴訟上の和解について 
議案第２５１号  訴訟上の和解について 
議案第２５２号  訴訟上の和解について 
議案第２５３号  訴訟上の和解について 
議案第２５５号  平成２４年度川崎市一般会計補正予算 
議案第２５６号  平成２４年度川崎市下水道事業会計補正予算 
 
諮問第  １号  下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について 
 
報告第 １９号  地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について 
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平成２４年第４回川崎市議会定例会 
議事 日程第３ 号 

 
 

平成２４年１２月６日（木）  
午前１０時  開  議 

 
第 １ 
 
議案第１７６号  川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７７号  川崎市とどろきアリーナ条例及び川崎市武道館条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７８号  川崎市体育館条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７９号  川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１８０号  川崎市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１８１号  川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の制定 
         について 
議案第１８２号  川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第１８３号  川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第１８４号  川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第１８５号  川崎市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第１８６号  川崎市環境影響評価に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１８７号  川崎市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する条例の制定について 
議案第１８８号  川崎市理容師法施行条例の制定について 
議案第１８９号  川崎市美容師法施行条例の制定について 
議案第１９０号  川崎市興行場法施行条例の制定について 
議案第１９１号  川崎市旅館業法施行令に基づく施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定 
         について 
議案第１９２号  川崎市公衆浴場法施行条例の制定について 
議案第１９３号  川崎市クリーニング業法施行条例の制定について 
議案第１９４号  川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の制定について 
議案第１９５号  川崎市診療所における専属薬剤師の配置基準に関する条例の制定について 
議案第１９６号  川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第１９７号  川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第１９８号  川崎市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第１９９号  川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第２００号  川崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０１号  川崎市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０２号  川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０３号  川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０４号  川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０５号  川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０６号  川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０７号  川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０８号  川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定について 
議案第２０９号  川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第２１０号  川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について 
議案第２１１号  川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る 
         介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の制定について 
議案第２１２号  川崎市指定地域密着型介護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介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の制定について 
議案第２１３号  川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例 
         の制定について 
議案第２１４号  川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２１５号  川崎市道路の構造の技術的基準に関する条例の制定について 
議案第２１６号  川崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の制定について 
議案第２１７号  川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の制定について 
議案第２１８号  川崎市道路附属物自転車等駐車場の標識の設置に関する条例の制定について 
議案第２１９号  川崎市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定について 
議案第２２０号  川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例の制定について 
議案第２２１号  川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２２号  川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び川崎市交通事業の設 
         置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
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議案第２２３号  川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の制定について 
議案第２２４号  川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２５号  川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２６号  川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２７号  川崎市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２８号  生田緑地、川崎市岡本太郎美術館、川崎市立日本民家園及び川崎市青少年科学館の指定管理者の 
         指定について 
議案第２２９号  当せん金付証票発売の限度額について 
議案第２３０号  堤根処理センター基幹的整備工事請負契約の締結について 
議案第２３１号  はるひ野小中学校校舎増築工事請負契約の締結について 
議案第２３２号  川崎競輪場西側施設・選手管理棟改築工事請負契約の締結について 
議案第２３３号  南部地域療育センターの指定管理者の指定について 
議案第２３４号  川崎市北部リハビリテーションセンターの指定管理者の指定について 
議案第２３５号  社会復帰訓練所の指定管理者の指定について 
議案第２３６号  川崎市視覚障害者情報文化センターの指定管理者の指定について 
議案第２３７号  川崎市百合丘老人いこいの家の指定管理者の指定について 
議案第２３８号  川崎駅北口自由通路等整備工事委託等契約の締結について 
議案第２３９号  横浜市道路線の認定の承諾について 
議案第２４０号  市道路線の認定及び廃止について 
議案第２４１号  川崎市入江崎余熱利用プールの指定管理者の指定について 
議案第２４２号  訴訟上の和解について 
議案第２４３号  訴訟上の和解について 
議案第２４４号  訴訟上の和解について 
議案第２４５号  訴訟上の和解について 
議案第２４６号  訴訟上の和解について 
議案第２４７号  訴訟上の和解について 
議案第２４８号  訴訟上の和解について 
議案第２４９号  訴訟上の和解について 
議案第２５０号  訴訟上の和解について 
議案第２５１号  訴訟上の和解について 
議案第２５２号  訴訟上の和解について 
議案第２５３号  訴訟上の和解について 
議案第２５５号  平成２４年度川崎市一般会計補正予算 
議案第２５６号  平成２４年度川崎市下水道事業会計補正予算 
 
諮問第  １号  下水道使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について 
 
報告第 １９号  地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について 

 
第 ２ 
 
請願・陳情 
 

第 ３ 
 
議案第２５８号  訴訟上の和解について 
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平成２４年第４回川崎市議会定例会議案付託表（その１） 
 

平成２４年１２月６日 

付 託 委 員 会 案            件 

総 務 委 員 会 
（６） 

議案第１７６号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第２２７号 川崎市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第２２８号 生田緑地、川崎市岡本太郎美術館、川崎市立日本民家園及び川崎市

青少年科学館の指定管理者の指定について 

議案第２２９号 当せん金付証票発売の限度額について 

議案第２３１号 はるひ野小中学校校舎増築工事請負契約の締結について 

議案第２５５号 平成２４年度川崎市一般会計補正予算 

市 民 委 員 会 
（１１） 

議案第１７７号 川崎市とどろきアリーナ条例及び川崎市武道館条例の一部を改正す

る条例の制定について 

議案第１７８号 川崎市体育館条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１７９号 川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１８０号 川崎市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１８１号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人を定める条例の制定について 

議案第１８２号 川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の制定について 

議案第１８３号 川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の制定について 

議案第１８４号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定につ

いて 

議案第１８５号 川崎市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定につ

いて 

議案第２３２号 川崎競輪場西側施設・選手管理棟改築工事請負契約の締結について

議案第２３３号 南部地域療育センターの指定管理者の指定について 
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健康福祉委員会 
（３１） 

議案第１８７号 川崎市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する条例の制定に

ついて 

議案第１８８号 川崎市理容師法施行条例の制定について 

議案第１８９号 川崎市美容師法施行条例の制定について 

議案第１９０号 川崎市興行場法施行条例の制定について 

議案第１９１号 川崎市旅館業法施行令に基づく施設の構造設備の基準に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

議案第１９２号 川崎市公衆浴場法施行条例の制定について 

議案第１９３号 川崎市クリーニング業法施行条例の制定について 

議案第１９４号 川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の制定について 

議案第１９５号 川崎市診療所における専属薬剤師の配置基準に関する条例の制定につ

いて 

議案第１９６号 川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の制

定について 

議案第１９７号 川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例の制定について 

議案第１９８号 川崎市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定につ

いて 

議案第１９９号 川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の制定について 

議案第２００号 川崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定について 

議案第２０１号 川崎市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の制

定について 

議案第２０２号 川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について 

議案第２０３号 川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定

について 

議案第２０４号 川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定につ

いて 

議案第２０５号 川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定につ

いて 

議案第２０６号 川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

の制定について 

議案第２０７号 川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関す

る条例の制定について 

議案第２０８号 川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条

例の制定について 

議案第２０９号 川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の制定について 

議案第２１０号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例の制定について 

議案第２１１号 川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準

等に関する条例の制定について 

議案第２１２号 川崎市指定地域密着型介護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介護予防のための効果的

な支援の方法の基準等に関する条例の制定について 

議案第２２６号 川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第２３４号 川崎市北部リハビリテーションセンターの指定管理者の指定について 

議案第２３５号 社会復帰訓練所の指定管理者の指定について 

議案第２３６号 川崎市視覚障害者情報文化センターの指定管理者の指定について 

議案第２３７号 川崎市百合丘老人いこいの家の指定管理者の指定について 
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まちづくり委員会 
（１２） 

議案第２１３号 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２１４号 川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２１５号 川崎市道路の構造の技術的基準に関する条例の制定について 
議案第２１６号 川崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の

制定について 
議案第２１７号 川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の制定について 
議案第２１８号 川崎市道路附属物自転車等駐車場の標識の設置に関する条例の制定に

ついて 
議案第２１９号 川崎市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定に

ついて 
議案第２２０号 川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例の

制定について 
議案第２２１号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２３８号 川崎駅北口自由通路等整備工事委託契約の締結について 
議案第２３９号 横浜市道路線の認定の承諾について 
議案第２４０号 市道路線の認定及び廃止について 

環 境 委 員 会 
（２１） 

議案第１８６号 川崎市環境影響評価に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
議案第２２２号 川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条

例及び川崎市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 
議案第２２３号 川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関す

る条例の制定について 
議案第２２４号 川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２２５号 川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第２３０号 堤根処理センター基幹的整備工事請負契約の締結について 
議案第２４１号 川崎市入江崎余熱利用プールの指定管理者の指定について 
議案第２４２号 訴訟上の和解について 
議案第２４３号 訴訟上の和解について 
議案第２４４号 訴訟上の和解について 
議案第２４５号 訴訟上の和解について 
議案第２４６号 訴訟上の和解について 
議案第２４７号 訴訟上の和解について 
議案第２４８号 訴訟上の和解について 
議案第２４９号 訴訟上の和解について 
議案第２５０号 訴訟上の和解について 
議案第２５１号 訴訟上の和解について 
議案第２５２号 訴訟上の和解について 
議案第２５３号 訴訟上の和解について 
議案第２５６号 平成２４年度川崎市下水道事業会計補正予算 
諮問第  １号 下水道使用料の納入通知処分に係る審査請求について 
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平成２４年第４回川崎市議会定例会議案付託表（その２） 
 

平成２４年１２月６日 

付 託 委 員 会 案            件 

環 境 委 員 会 
（１） 議案第２５８号 訴訟上の和解について 
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