
番 号 件　　名 議決結果 民公 共新無⑴ 無⑵ 無⑶自 無
⑷
無
⑸
無
⑹
無
⑺ 番 号 件　　名 議決結果 民公 共新無⑴ 無⑵ 無⑶自 無

⑷
無
⑸
無
⑹
無
⑺

番 号 件　　名 議決結果 民公 共新無⑴ 無⑵ 無⑶自 無
⑷
無
⑸
無
⑹
無
⑺

番 号 件　　名 議決結果 民公 共新無⑴ 無⑵ 無⑶自 無
⑷
無
⑸
無
⑹
無
⑺

4

議案の賛否状況（各会派別） （○は賛成、×は反対） 自…自民党　  公…公明党　  民…民主党　  共…共産党　  新…新しい川崎の会　  無…無所属

●市長提出議案

●議員提出議案

可決した意見書・決議
■手話言語法（仮称）の制定を求める意見書
■消防施設及び設備の整備に関する補助制度の改善を求める意見書
■消防ヘリコプター等に関する財政支援及び経費負担を求める意見書
■通学路の交通安全の確保の促進に関する意見書
■北朝鮮による日本人拉致問題に関する早急な調査報告の実施と早期解決を求める意見書
■小規模保育事業等への災害共済給付拡充を求める意見書
■都市農業の振興策強化等を求める意見書
■ヘイトスピーチを根絶するための対策を求める意見書
■かけがえのない子どもたちの命に関する決議
■川崎市職員の不祥事の根絶を求める決議

原案可決第1号 ○○○○○○

原案可決

第2号

○ ○

○

○ ○○ ×

原案可決 ○○○○○○ ○ ○○ ○○ ×

○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○○ ○○ ×

××××○××× ×××○

○○○○○○○○ ○○○○

第3号

原案可決

○○○○○○○○ ○○○×原案可決

第4号

原案可決
○○○○○○○○ ○○○○原案可決

第5号

附属機関設置条例の制定

原案可決

○○○○○×○○○ ○○ ×原案可決

第6号
行政手続条例の改正
職員の給与に関する条例の改正
職員の特殊勤務手当に関する条例の改正
手数料条例の改正

中央卸売市場業務条例の改正

旅館業法施行条例の改正

民生委員の定数に関する条例の制定

情報公開条例の改正

否 決

第7号

原案可決

第10号

原案可決

第11号
第12号

原案可決

第13号

第14号

原案可決

第15号

原案可決

第16号

第17号

第19号 老人いこいの家条例の改正

貸切自動車条例の改正
消防団給与条例の改正

原案可決

第20号

否 決

第21号

第22号

第23号

第24号

第8号

原案可決
○○○○○○○○ ○○○○原案可決
○○○○○○○○ ○○○×原案可決

○×○○○○○ ○○○×原案可決

○○○○○○○ ○○○○

○

○

○○○○○○○ ○○○○○

○○○○○○○ ○○○○○

○○○○○○○ ○○○○○

○○○○×○○ ○○

○

○○○

○○ ○○○○○ ○○○

○×

○○

○○ ○○○○○ ○○○

×

○○

○○ ○○○○○ ○○○○○

原案可決 ○○ ○○○○○ ○ ○

○○○○×○○ ○○○○

××××○×× ××××

原案可決 ○○○○○○○ ○○○○

原案可決 ○○○○○○○ ○○○×

原案可決
○○ ○○○○○ ○○○○○原案可決

原案可決

○○ ○○×○○ ○○○×○原案可決

原案可決

○

×

○○○○○○○ ○○○○○

○

○

○○○○○○ ○○○×○

×原案可決 ○○○○○○ ○○○×○

原案可決

○○○○○○○ ○○○○○原案可決

第9号

附属機関の見直しに伴う関係条例の整備に関す
る条例の制定

個人情報保護条例及び審議会等の会議の公開に
関する条例の改正

地域包括支援センターの包括的支援事業の人員
の基準に関する条例の制定

食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ず
べき措置の基準に関する条例の改正

養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する
条例及び軽費老人ホームの設備及び運営の基準
に関する条例の改正

建築物における駐車施設の附置等に関する条例
の改正
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
地区計画の区域内における建築物に係る制限に
関する条例の改正

「議案第22号　川崎市介護保険条例の一部を改正する
条例の制定について」に対する修正案（共産党提出）

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進
するための関係法律の整備等に関する法律附則第
14条第1項の条例で定める日等を定める条例の制定

「議案第9号　川崎市小児医療費助成条例の一部を改正
する条例の制定について」に対する修正案（共産党、猪股
美恵議員提出）

第18号

第25号

第26号
第27号

火災予防条例の改正第28号

第29号

第30号

第31号

原案可決

通院医療費の助成対象となる年齢を満7歳から満8歳に
引き上げるため改正する

小児医療費助成条例の改正

保育園条例の改正

心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の改正

保険料の賦課方式と賦課割合を変更すること、保険料の負担
を軽減するための特例措置を見直すことなどのため改正する

国民健康保険条例の改正

介護保険条例の改正

自殺対策の推進に関する条例の改正

第54号
第53号

第51号

第55号
第56号
第57号
第58号
第59号

平成27年度後期高齢者医療事業特別会計予算
第52号 平成27年度公害健康被害補償事業特別会計予算

平成27年度介護保険事業特別会計予算
平成27年度港湾整備事業特別会計予算
平成27年度勤労者福祉共済事業特別会計予算

平成27年度生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算
平成27年度公共用地先行取得等事業特別会計予算
平成27年度公債管理特別会計予算

第60号 平成27年度病院事業会計予算
第61号 平成27年度下水道事業会計予算
第62号 平成27年度水道事業会計予算
第63号 平成27年度工業用水道事業会計予算

平成27年度自動車運送事業会計予算第64号
平成26年度一般会計補正予算第65号
平成26年度国民健康保険事業特別会計補正予算第66号
平成26年度港湾整備事業特別会計補正予算第67号
平成26年度墓地整備事業特別会計補正予算第68号
平成26年度生田緑地ゴルフ場事業特別会計補正予算第69号
平成26年度公債管理特別会計補正予算第70号

第71号

平成27年度墓地整備事業特別会計予算

原案可決

原案可決

原案可決
原案可決

原案可決
原案可決

原案可決

○○○○×○○○ ○○○○

○○○○×○○○ ○○○○

○○○○×○○○ ○○○○

○○○○×○○○ ○○

○

○

○○

○○○○○○○○ ○○○○

原案可決 ○○○○×○○○ ○○○○

原案可決

原案可決

○○○○○○○○ ○○○○
○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○○ ○○○○

原案可決 ○○○○○○○○ ○○○○

原案可決
原案可決

○○○○○○○○ ○○○×原案可決

○○○○○○○○ ○○○○原案可決

○○○○×○○○ ○○○○原案可決

原案可決

原案可決

○○○○○○○○ ○○○○

原案可決 ○○○○×○○○ ○○○○

○○○○○○○○ ○○○○

原案可決 ○○○○×○○○ ○○○○

原案可決 ○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○○ ○○○○

原案可決 ○○○○○○○○ ○ ○○

○○○○○○○○ ○ ○○

○原案可決 ○○○○○○○○ ○ ○○

※無所属　⑴：月本琢也議員　⑵：小田理恵子議員　⑶：竹田宣廣議員　⑷：粕谷葉子議員
　　　　　⑸：為谷義隆議員　⑹：三宅隆介議員　⑺：猪股美恵議員

採 択 し た 請 願
件　　名番 号 受理年月日 付託委員会 議決結果

第92号 採　択26年12月16日 総務委員会

※議決した議案、可決した意見書・決議、採択した請願の本文は市議会ホームページに掲載しています。

川崎市議会ホームページ　
http://www.city.kawasaki.jp/council/ 川崎市議会 検索

川崎市発注における工事の入札制度に
関する請願

第95号 採　択27年2月16日 健康福祉委員会障がいのある青年たちの学校卒業後の夕
方支援の充実に関する請願

議会かわさき 第104号 平成 27（2015）年 5月 1日

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改正

第72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改正

第73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改正

第49号 平成27年度国民健康保険事業特別会計予算 原案可決 ○○○○×○○○ ○○○○

第48号 平成27年度卸売市場事業特別会計予算 原案可決 ○○○○○○○○ ○○○○

原案可決第32号 ○○○○○○○○ ○○○○包括外部監査契約の締結

第47号 平成27年度競輪事業特別会計予算 原案可決 ○○○○×○○○ ○○○○

第44号 王禅寺四ッ田特別緑地保全地区用地の取得 ○○○○○○○○ ○○○○原案可決
第45号 市道路線の認定及び廃止 ○○○○○○○○ ○○○○原案可決
第46号 平成27年度一般会計予算 ○○○○×○○○ ○○○×原案可決

同  意 ○○○○○○○○ ○○○○第33号 固定資産評価審査委員会委員の選任
原案可決 ○○○○○○○○ ○○○○第34号 高石住宅新築第1号工事請負契約の締結
原案可決 ○○○○○○○ ○○○○○第35号 五反田川放水路放流部函体築造工事請負契約の締結
原案可決 ○○○○○○○○ ○○○○第36号 子母口小学校・東橘中学校改築工事請負契約の変更

原案可決 ○○○○○○○○ ○○○○第38号 多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更
○○○○○○○○ ○○○○原案可決第39号 中原区における町区域の設定及び変更
○○○○○○○○ ○○○○原案可決第40号 中原区における住居表示の実施区域及び方法

第43号 消費者行政推進委員会委員の選任 ○○○○○○○ ○○○○○同  意

「議案第46号　平成27年度川崎市一般会計予算」等の組
替えを求める動議（共産党提出）

××××○××× ××××否 決

原案可決 ○○○○○○○○ ○○○○第37号 仮称溝口駅南口地下駐輪場新築工事及び仮称溝口駅南口地下駐輪場新築付帯工事請負契約の変更

第50号 原案可決 ○○○○○○○○ ○○○○
平成27年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別
会計予算

○○○○×○○○ ○○○○第41号 原案可決（指定管理者）（社福）同愛会
（期間）28年4月1日から33年3月31日まで

中央療育センターの指定管理者の指定

第42号 ○○○○×○○○ ○○○○原案可決（指定管理者）（社福）カメリア会
（期間）27年4月1日から32年3月31日まで

ヒルズすえながの指定管理者の指定

訴えの提起
調停
平成26年度一般会計補正予算
平成27年度一般会計補正予算

原案可決

原案可決

原案可決

○○○○○○○

第74号

○○○○○

原案可決 ○○×○○○○ ○○○○○

××× ××××○ ×××○

○○○○×○○○ ○○○○

○○○○×○○○ ○○○×

○○○○×○○○ ○○○○

○○○○×○○○ ○○○×

○○○○○○○○ ○○○×

第75号

原案可決

第76号

第78号

第79号

第80号

第81号
第82号
第83号
第84号

第77号

○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○○ ○○○×

原案可決
原案可決
原案可決

原案可決

○○○○○○○○ ○○○○原案可決

原案可決

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改正
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改正
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基
準等に関する条例の改正
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改正
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改正
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改正
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改正

住宅リフォーム資金助成条例の制定 否 決第1号

●委員会提出議案

議会委員会条例の改正 原案可決第1号 ○○○○○○○○ ○○○×

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条
例の制定
教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関
する条例の制定
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一
部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備
に関する条例の制定


