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番 号 件　　名 議決結果 民公 共 み 無⑴
無
⑵自番 号 件　　名 議決結果 民公 共 み 無⑴

無
⑵自

●市長提出議案

●委員会提出議案

原案可決第176号 ○○○ ○○○○市税条例の改正
■問 財政局税制課　☎200-2189

原案可決第177号 ○○○ ○○○○とどろきアリーナ条例及び武道館条例の改正 
■問 市民・こども局市民スポーツ室　☎200-3311（以下第179号まで同じ）

原案可決第180号 ○○○ ○○○○暴力団排除条例の改正 
■問 市民・こども局地域安全推進課　☎200-2512

原案可決第184号 ×○○ ○○○○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 
■問 こども本部子育て支援課　☎200-3533

原案可決第185号 ○○○ ○○○○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 
■問 こども本部こども福祉課　☎200-2658

原案可決第186号 ○○○ ○○○○環境影響評価に関する条例の改正 
■問 環境局環境評価室　☎200-2152

原案可決第194号 ○○○ ○○○○専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の制定 

原案可決第200号 ○○○ ○○○○福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の制定 
■問 健康福祉局障害福祉課　☎200-2656

原案可決第202号 ○○○ ○○○○保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の制定 
■問 健康福祉局生活保護・自立支援室　☎200-2644

原案可決第215号 ○○○ ○○○○道路の構造の技術的基準に関する条例の制定 
■問 建設緑政局企画課　☎200-2854（以下第216号まで同じ）

原案可決第201号 ○○○ ○○○○
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 
■問 健康福祉局精神保健課　☎200-2430

原案可決第203号 ○○○ ○○○○
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 
■問 健康福祉局高齢者事業推進課　☎200-2647（以下第208号まで同じ）

原案可決第209号 ○○○ ○○○○
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 
■問 健康福祉局介護保険課　☎200-2641（以下第212号まで同じ）

原案可決第213号 ○○○ ○○○○
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改正 
■問 まちづくり局景観・まちづくり支援課　☎200-3010

原案可決第214号 ○○× ○○○○
市営住宅条例の改正 
■問 まちづくり局住宅管理課　☎200-2946
■問 まちづくり局住宅建替推進課　☎200-3000

原案可決第195号 ○○○ ○○○○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 
■問 健康福祉局地域医療課　☎200-2425

原案可決第196号 ○○○ ○○○○
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 
■問 健康福祉局障害計画課　☎200-2663（以下第199号まで同じ）

原案可決第187号 ○○○ ○○○○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 
■問 健康福祉局健康安全室　☎200-2443（以下第194号まで同じ）

原案可決第181号 ○○○ ○○○○
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 
■問 市民・こども局市民協働推進課　☎200-3795

原案可決第182号 ○○○ ○○○○
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 
■問 こども本部こども福祉課　☎200-2658（以下第183号まで同じ）

原案可決第183号 ○○○ ○○○○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

原案可決第178号 ○○○ ○○○○体育館条例の改正 
原案可決第179号 ○○○ ○○○○スポーツセンター条例の改正

原案可決第188号 ○○○ ○○○○理容師法施行条例の制定
原案可決第189号 ○○○ ○○○○美容師法施行条例の制定
原案可決第190号 ○○○ ○○○○興行場法施行条例の制定

原案可決第192号 ○○○ ○○○○公衆浴場法施行条例の制定
原案可決第193号 ○○○ ○○○○クリーニング業法施行条例の制定

原案可決第191号 ○○○ ○○○○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改正

原案可決第197号 ○○○ ○○○○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

原案可決第198号 ○○○ ○○○○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

原案可決第199号 ○○○ ○○○○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

原案可決第204号 ○○○ ○○○○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
原案可決第205号 ○○○ ○○○○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

原案可決第206号 ○○○ ○○○○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

原案可決第207号 ○○○ ○○○○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

原案可決第208号 ○○○ ○○○○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

原案可決第210号 ○○○ ○○○○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

原案可決第211号 ○○○ ○○○○
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

原案可決第212号 ○○○ ○○○○
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

第242号
～

第253号
訴訟上の和解 
■問 上下水道局下水道管理課　☎200-2876 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第254号
第255号

平成24年度一般会計補正予算 
■問 財政局財政課　☎200-2179 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

番 号 件　　名 議決結果 民公 共 み 無⑴
無
⑵自

第2号 議会委員会条例の改正
■問 議会局政策調査課　☎200-3375（以下第3号も同じ） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第3号 議会会議規則の改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
原案可決 ○○○ ○○○○第217号 道路標識の寸法の基準に関する条例の制定 ■問 建設緑政局道路施設課　☎200-2818

原案可決 ○○○ ○○○○第216号 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

原案可決 ○○○ ○○○○第221号 都市公園条例の改正 ■問 建設緑政局公園管理課　☎200-2044

原案可決 ××○ ××○○第224号 水道条例の改正 ■問 上下水道局経営企画課　☎200-3189

原案可決 ○○○ ○○○○第225号 下水道条例の改正 ■問 上下水道局下水道計画課　☎200-2884

原案可決 ○○○ ○○○○第226号 病院事業の設置等に関する条例の改正 ■問 病院局経営企画室　☎200-3853、200-3855

原案可決 ○○○ ○○○○第227号 図書館設置条例の改正 ■問 教育委員会事務局生涯学習推進課　☎200-3302

原案可決 ○○○ ○○○○第229号 当せん金付証票発売の限度額 ■問 財政局資金課　☎200-2187

原案可決 ○○○ ○○○○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■問 まちづくり局市街地整備推進課　☎200-2752

原案可決 ○○○ ○○○○第256号 平成24年度下水道事業会計補正予算 ■問 上下水道局財務課　☎200-2863

同   意 ○○○ ○○○○第260号 人権擁護委員の候補者の推薦 ■問 市民・こども局人権・男女共同参画室　☎200-2315

同   意 ○○○ ○○○○第261号 市民オンブズマンの選任　南敏文氏を選任するもの ■問 市民オンブズマン事務局　☎200-3693

原案可決 ○○○ ○○○○第257号 上告受理の申立て 　■問 上下水道局下水道管理課　☎200-2876

原案可決 ○○○ ○○○○第258号 訴訟上の和解 　■問 上下水道局下水道管理課　☎200-2876

原案可決 ×○○ ○○○○第259号 手数料条例の改正 　■問 まちづくり局建築情報課　☎200-3081

原案可決 ○○○ ○○○○第239号 横浜市道路線の認定の承諾 ■問 建設緑政局管理課　☎200-2809（以下第240号まで同じ）
原案可決 ○○○ ○○○○第240号 市道路線の認定及び廃止 

原案可決 ○○○ ○○○○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 ■問 環境局施設整備課　☎200-2573

原案可決 ○○○ ○○○○第231号
はるひ野小中学校校舎増築工事請負契約の締結 
■問 まちづくり局公共建築担当　☎200-2967
■問 教育委員会事務局教育環境整備推進室　☎200-3269

原案可決 ○○○ ○○○○第232号
競輪場西側施設・選手管理棟改築工事請負契約の締結 
■問 まちづくり局大規模施設建設担当　☎200-2983
■問 経済労働局総務課　☎233-5501

原案可決 ○○○ ○○○○第228号

生田緑地、岡本太郎美術館、日本民家園及び
青少年科学館の指定管理者の指定
（指定管理者）生田緑地運営共同事業体
（期間）25年4月1日から30年3月31日まで
■問 総合企画局公園緑地まちづくり調整室　☎200-3630

原案可決 ○○× ○○○○第233号
南部地域療育センターの指定管理者の指定
（指定管理者）（福）川崎市社会福祉事業団
（期間）26年4月1日から31年3月31日まで
■問 こども本部こども福祉課　☎200-2658

原案可決 ○○○ ○○○○第234号
北部リハビリテーションセンターの指定管理者の指定
（指定管理者）麻生区内複合施設共同事業体
（期間）25年4月1日から30年3月31日まで
■問 健康福祉局障害計画課　☎200-2663（以下第235号まで同じ）

原案可決 ○○○ ○○○○第235号
社会復帰訓練所の指定管理者の指定
（指定管理者）（福）川崎聖風福祉会
（期間）25年4月1日から30年3月31日まで

原案可決 ○○○ ○○○○第241号
入江崎余熱利用プールの指定管理者の指定
（指定管理者）（株）明治スポーツプラザ
（期間）25年4月1日から30年3月31日まで
■問 上下水道局サービス推進課　☎200-3121

原案可決 ○○× ○○○○第236号
視覚障害者情報文化センターの指定管理者の指定
（指定管理者）（福）日本点字図書館
（期間）26年4月1日から31年3月31日まで
■問 健康福祉局障害福祉課　☎200-2656

原案可決 ○○○ ○○○○第237号
百合丘老人いこいの家の指定管理者の指定
（指定管理者）（福）川崎市麻生区社会福祉協議会
（期間）25年4月1日から26年3月31日まで
■問 健康福祉局高齢者在宅サービス課　☎200-2650

原案可決 ○○○ ○○○○第222号
水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に
関する条例及び交通事業の設置等に関する条例の改正 
■問 上下水道局財務課　☎200-3104
■問 交通局経理課　☎200-3203

原案可決 ○○○ ○○○○第218号 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 ■問 建設緑政局自転車対策室　☎200-2302

原案可決 ○○○ ○○○○第223号
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 
■問 上下水道局水道管理課　☎200-3145

原案可決 ○○○ ○○○○第220号 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
※　無所属　(1)：三宅隆介議員　(2)：猪股美恵議員

●諮　問
番 号 件　　名 議決結果 民公 共 み 無⑴

無
⑵自

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
■問 総務局庶務課　☎200-0033

棄却すべき
ものと回答 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●議員提出議案
番 号 件　　名 議決結果 民公 共 み 無⑴

無
⑵自

第2号
議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びに
その支給条例の改正
■問 議会局庶務課　☎200-3366

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

原案可決 ○○○ ○○○○第219号 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 ■問 建設緑政局河川課　☎200-2901（以下第220号まで同じ）


