
議 会 運 営 委 員 会 日 程

平成２６年２月２７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５６号 川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定  

について 

(2)議案第５７号 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の変更  

について 

(3)議案第５８号 平成２５年度川崎市一般会計補正予算 

(4)議案第５９号 平成２６年度川崎市一般会計補正予算 

日程第２  ３月４日（火）の本会議の運営について  

日程第３  その他  
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平成２６年第１回川崎市議会定例会 
議事日程第４号 

                                 平成２６年３月４日（火） 

午 前 １０ 時  開 議 

 第 １ 

平成２６年度施政方針 

第 ２ 

議案第 １号  川崎市職員定数条例及び川崎市上下水道局企業職員定数条例の一部を改正する条例

の制定について 

議案第 ２号  川崎市職員の給与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 ３号  川崎市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の制定について 

議案第 ４号  川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ５号  川崎市スポーツ・文化総合センター条例の制定について 

議案第 ６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の基準

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 ７号  地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係

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の制定につい

て 

議案第 ８号  川崎市心身障害者総合リハビリテーション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 ９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一部を改正する

条例の制定について 

議案第１０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

の一部を改正する条例の制定について 

議案第１１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１２号  川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１３号  川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例の制定について 

議案第１４号  川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１５号  川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１７号  川崎市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１８号  包括外部監査契約の締結について 

議案第１９号  川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

議案第２０号  川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の締結について 

議案第２１号  川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について 

議案第２２号  高津区における町区域の設定について 

議案第２３号  高津区における住居表示の実施区域及び方法について 

議案第２４号  川崎シンフォニーホールの指定管理者の指定について 

議案第２５号  スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の締結について 

議案第２６号  川崎市スポーツ・文化総合センターの指定管理者の指定について 

議案第２７号  北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２８号  川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について 

議案第２９号  王禅寺四ッ田特別緑地保全地区用地の取得について 

議案第３０号  市道路線の認定及び廃止について 

議案第３１号  平成２６年度川崎市一般会計予算 

議案第３２号  平成２６年度川崎市競輪事業特別会計予算 

議案第３３号  平成２６年度川崎市卸売市場事業特別会計予算 

議案第３４号  平成２６年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第３５号  平成２６年度川崎市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

議案第３６号  平成２６年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 
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議案第３７号  平成２６年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算 

議案第３８号  平成２６年度川崎市介護保険事業特別会計予算 

議案第３９号  平成２６年度川崎市港湾整備事業特別会計予算 

議案第４０号  平成２６年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算 

議案第４１号  平成２６年度川崎市墓地整備事業特別会計予算 

議案第４２号  平成２６年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算 

議案第４３号  平成２６年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計予算 

議案第４４号  平成２６年度川崎市公債管理特別会計予算 

議案第４５号  平成２６年度川崎市病院事業会計予算 

議案第４６号  平成２６年度川崎市下水道事業会計予算 

議案第４７号  平成２６年度川崎市水道事業会計予算 

議案第４８号  平成２６年度川崎市工業用水道事業会計予算 

議案第４９号  平成２６年度川崎市自動車運送事業会計予算 

議案第５１号  平成２５年度川崎市一般会計補正予算 

議案第５２号  平成２５年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算 

議案第５３号  平成２５年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算 

議案第５４号  平成２５年度川崎市公債管理特別会計補正予算 

報告第 １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 ３ 

請願・陳情 

第 ４ 

議案第５６号  川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５７号  川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の変更について 

議案第５８号  平成２５年度川崎市一般会計補正予算 

議案第５９号  平成２６年度川崎市一般会計補正予算 
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平成２６年第１回川崎市議会定例会議案付託表（その２）

平成２６年３月４日

付 託 委 員 会 案            件

総 務 委 員 会

（８）

議案第 １号 川崎市職員定数条例及び川崎市上下水道局企業職員定数条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第 ２号 川崎市職員の給与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 ３号 川崎市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の制定

について 

議案第１７号 川崎市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１８号 包括外部監査契約の締結について 

議案第１９号 川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

議案第５１号 平成２５年度川崎市一般会計補正予算 

議案第５４号 平成２５年度川崎市公債管理特別会計補正予算 

市 民 委 員 会

（１２）

議案第 ５号 川崎市スポーツ・文化総合センター条例の制定について 

議案第 ６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

動法人の基準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２０号 川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の締結につい

て 

議案第２１号 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について 

議案第２２号 高津区における町区域の設定について 

議案第２３号 高津区における住居表示の実施区域及び方法について 

議案第２４号 川崎シンフォニーホールの指定管理者の指定について 

議案第２５号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の締結について 

議案第２６号 川崎市スポーツ・文化総合センターの指定管理者の指定について 

議案第２７号 北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２８号 川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について 

議案第５３号 平成２５年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算 

健康福祉委員会

（１０）

議案第 ４号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

（健康福祉局に関する部分） 

議案第 ７号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

るための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

関する条例の制定について 

議案第 ８号 川崎市心身障害者総合リハビリテーション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 ９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一

部を改正する条例の制定について 

議案第１０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

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１２号 川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１３号 川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例の制定について 

議案第１４号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１５号 川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５２号 平成２５年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算 

まちづくり委員会

（４）

議案第 ４号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

（まちづくり局に関する部分） 

議案第１１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２９号 王禅寺四ッ田特別緑地保全地区用地の取得について 

議案第３０号 市道路線の認定及び廃止について 
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平成２６年第１回川崎市議会定例会議案付託表（その３）

平成２６年３月４日

付 託 委 員 会 案            件

総 務 委 員 会

（２）

議案第５７号 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の変更について 

議案第５８号 平成２５年度川崎市一般会計補正予算 

健康福祉委員会

（１）
議案第５６号 川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 
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