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１ 検討結果 

  当検討委員会では、本件について調査・検討を行ったところ、次のとおり、

検討委員会としての結論に至った。 

 (1) 改選年度の年度初めから、改選後の新たな議会が構成されるまでの間の

情報提供については、議会局が一覧にまとめ、新たな正副委員長へ提示し、

必要に応じて所管事務の調査（報告）として取り扱うものとする。 

 (2) 予算議会閉会後から年度末までの間の情報提供については、現委員長か

ら新年度の委員長へ申し送りを行い、必要に応じて所管事務の調査（報

告）として取り扱うものとする。 

２ 議論の概要 

 (1) 現状 

・ 改選年度の年度当初の４月から新たな議会が構成される５月下旬まで

の間、また改選年度以外の年度における予算議会閉会後から年度末まで

の間に策定される市の計画・指針等や事業の実施等に関する議会への報

告については、情報提供（資料配付）として行われている。 

・ これらの情報提供の中には、常任委員会の開催時期に行われた場合で

あれば所管事務の調査（報告）として取り扱われる案件も含まれている。 

・ しかしながら、事後の委員会において所管事務の調査（報告）として

取り扱うか否かは、情報提供について体系的に整理がなされていないこ

ともあり、所管局の裁量に任せられていたのが現状である。 

 (2) 委員会への情報提供のあり方についての整理の必要性 

・ 上記の期間に議会へ情報提供される事項については、本来は常任委員

会への所管事務の調査（報告）として取り扱われる事項も含まれており、

議会のチェック機能を強化するためにも、検討委員会において現在の状

況を整理し、その取扱いについて検討することとなった。 

 (3) 委員会への情報提供のあり方に関する具体的な議論 

・ 議会への報告の方法は、常任委員会への所管事務の調査（報告）、情

報提供としての議員への資料配付等があるが、案件によっては、委員会

への所管事務の調査（報告）として取り扱われる事項が、日程等の制約

により、資料配付のみとなっている事例も見受けられる。 

・ 計画・指針、事業の実施経過等について委員会で報告を受けることは、

議会としてのチェック機能を働かせるという観点からも大変重要な課題

である。改選期及び年度切替時の情報提供についても、同様の観点から、

議会がしっかりと確認できる体制の構築が必要である。改選期及び年度

切替時の情報提供について、議会における運用ルールを設定していくべ
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きである。 

・ また、特に改選期において、初当選した議員については、年度当初か

ら議員任期開始となる５月３日までの間の市政に関する重要な情報が、

十分行き届かない懸念がある。このため、特段の配慮が必要ではないか

と考える。 

・ 改選年度の年度初めから、改選後の新たな議会が構成されるまでの間

に情報提供された案件を一覧にまとめ、新たに構成される議会のもと、

所管の常任委員会正副委員長が確認した上で、必要に応じて所管事務の

調査（報告）として市当局に報告を求める仕組みを作ることで、議会の

チェック機能を強化するとともに、市政に関する重要事項への理解を深

めることができる。また、その一覧を正副委員長の確認後に各委員に対

しても提示することで、能動的・主体的な委員会活動が期待できる。 

・ また、改選期以外の年度における予算議会閉会後から年度末までの間

の情報提供については、当該年度の委員長から新年度の委員長へ申し送

りを行い、必要に応じて所管事務の調査（報告）として取り扱えばよい

のではないかと考える。 

・ 上記を踏まえ、検討委員会では、委員会への資料提出のあり方に関す

る申し合わせの正副委員長案を作成し、今後はこの申し合わせに従い、

改選期及び年度切替時期における情報提供を取り扱っていくことを確認

した。 

 (4) 委員会への資料提出のあり方に関する申し合わせ 正副委員長案

 (1) 改選年度の年度初めから、改選後の新たな議会が構成されるまで

の間の情報提供については、議会局が一覧にまとめ、新たな正副委

員長へ提示し、必要に応じて所管事務の調査（報告）として取り扱

うものとする。 

 (2) 予算議会閉会後から年度末までの間の情報提供については、現委

員長から新年度の委員長へ申し送りを行い、必要に応じて所管事務

の調査（報告）として取り扱うものとする。 
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資 料 編 

○ 各常任委員会における情報提供の状況－－－－－－－－－－－－－－ ４ 

○ 委員会への資料提出のあり方に関する申し合わせ 正副委員長案－－ ９ 
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各常任委員会における情報提供の状況

04.06 「平成２７年度川崎市障害者優先調達推進方針」の情報提供について

04.09 一般競争入札案件の入札中止について

04.09 平成２７年度川崎市職員採用試験（大学卒程度、獣医師、薬剤師、保健師）の実施について

04.09 一般競争入札案件の入札中止について

04.14 「川崎臨海部の防災対策パンフレット」及び「津波避難施設マップ」の作成について

04.14 「第４回川崎市総合計画有識者会議」及び「第４回ラウンドテーブル」の開催等について

04.15 川崎市推計人口（平成２７年４月１日現在）の公表について

04.21 平成２７年度職員採用試験・選考の実施及び受験案内の配布について

04.21 平成２６年度政策課題研究報告書「メディアを活用した効果的な広報戦略」の発行について

04.27 「川崎市町丁別世帯数・人口」等の公表について（通知）

04.28 個人住民税の特別徴収推進に関するトレインチャンネルによる９都県市共同広報について

05.07 富士見中学校校舎増築その他工事に伴う地中埋設電線損傷について

05.07 バイオテック２０15出展について

05.13 「指定都市サミット　ｉｎ　京都」の結果概要について

03.22 平成２７年度第２回かわさき市民アンケート概要版及び平成２７年度かわさき市民アンケート報告書の発行について

03.22 国における「政府関係機関移転基本方針」について

03.22 「政策情報かわさき」第３４号の発行について

03.23 川崎市国土強靭化地域計画の策定（県内初）及び各種防災計画の修正等について

03.23 「川崎教育史第三輯通史編」の発刊について

03.23 ブランドメッセージの市民意見聴取の実施について

03.24 鉄道会社初のＣＯ２フリー水素エネルギー活用南武線武蔵溝ノ口駅における「エコステ」の推進について

03.25 川崎市役所第３庁舎におけるデマンドレスポンスの実証結果について

03.25 川崎御幸ビルにおけるデマンドレスポンスの実証結果について

03.25 川崎市立高等学校における平成２７年度入学者選抜に係る採点の誤りについて

03.28 川崎市スマートシティ推進方針の増補改訂について

03.29 川崎市国際施策推進プラン第１期実行プログラムについて

03.29 かわさきパラムーブメント推進ビジョンの策定について

03.29
川崎市工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱、運用指針及び川崎市建設工事低入札価格調査取扱要領の改正
について

03.29 浮島１期地区土地利用基本方針の策定について

03.29 川崎市協働・連携の基本方針について

03.29
平成２７年度政策課題研究報告書「１０年先、２０年先を見据えた『産業拠点を活かした持続的な成長戦略を目指して』」
の発行について

03.29 平成２８年度「川崎市都市ブランド推進事業」募集開始について

03.30 教職員の処分について

03.31 「川崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略案」に関する意見募集の実施結果について

03.31 避難勧告発令基準の改正等について

03.31 (仮称)川崎市中学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の進捗について

04.11 慶應義塾大学殿町タウンキャンパスにおける研究・教育活動の推進に関する連携協定の締結について

04.12 武蔵小杉駅周辺地域エリア防災計画の策定について

04.13 「川崎市女性活躍推進特定事業主行動計画」の策定について

平成２７年３月１９日
（議会閉会後）

～
平成２７年５月２４日
　　（次年度臨時会前）

※市議会議員改選期

平成２８年３月１９日
（議会閉会後）

～
平成２８年４月１３日
（次年度委員会前）

総務

事件・事故 ２件 事業実施 １件計画・指針 １１件 情報提供 １１件

事件・事故 ２件 事業実施 ４件計画・指針 １件 情報提供 ６件
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各常任委員会における情報提供の状況

04.01 「平成２７年度版川崎市中小企業支援施策ガイドブック」について（送付）

04.07 川崎市妊娠・出産包括支援事業の充実について

04.15 中学生死亡事件に係る第４回庁内対策会議の開催等について（お知らせ）

04.21 川崎競輪開設６０周年記念　桜花賞・海老澤清杯競輪の開催結果について

04.21 川崎市外国人市民意識実態調査報告書について（送付）

04.21 第４回中学生死亡事件に係る庁内対策会議の開催結果について

04.23 平成２７年４月１日現在の保育所等利用待機児童数について

04.28 第５回川崎市子どもの権利に関する実態・意識調査報告書（概要版）について（送付）

04.26 平成２８年度特別競輪「第１４回サマーナイトフェスティバル（ＧⅡ）」の開催決定について

04.30 川崎市社会的養護の推進に向けた基本方針の策定について

05.01 川崎市と東海旅客鉄道株式会社との協定に基づく調査について

05.16 川崎港における油流出事故への対応について

05.19 川崎市・株式会社ぐるなび　地域活性化連携協定の締結について

05.19 川崎プレミアム商品券の発行に係る市長記者会見資料について

05.19 第５回中学生死亡事件に係る庁内対策会議の開催結果について

05.20 川崎港における油流出事故への対応について

05.21 川崎港における油流出事故への対応について

03.23 中学生死亡事件に係る再発防止の取組状況報告書について平成２８年３月版として再度作成しました

03.23 「川崎市子ども・若者ビジョン」の策定に対する意見募集の結果について

03.23 平成３０年４月公立保育所民営化に伴う運営法人募集の実施について

03.24 第５期川崎市子どもの権利委員会の答申書について

03.25 横浜川崎国際港湾株式会社に対する川崎市出資の報道発表について（報告）

03.28 平成２８年度「川崎市中小企業融資制度の御案内」について

03.30 川崎プレミアム商品券の実施結果について（送付）

04.01 （仮称）川崎市中部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の進捗について

04.05 「『認知症の人の社会共生と課題解決』のための学生による国際交流・共同研究プロジェクト」の資料について

04.08 教員免許状の失効による失職について

04.11
防犯灯LED化ESCO事業についての町内会・自治会等説明会の開催及び、防犯カメラ設置事業についてのアンケートに
ついて

平成２７年３月１９日
（議会閉会後）

～
平成２７年５月２４日
　　（次年度臨時会前）

※市議会議員改選期

平成２８年３月１９日
（議会閉会後）

～
平成２８年４月１３日
（次年度委員会前）

文教（市民）

事件・事故 ３件 事業実施 ２件計画・指針 １件 情報提供 １１件

事件・事故 １件 事業実施 １件計画・指針 ０件 情報提供 ９件
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各常任委員会における情報提供の状況

03.23 消防職員の懲戒処分について

03.28 食中毒の発生について

03.30 「市立川崎病院におけるスマート化の基本方針」の策定について（送付）

03.31 病院等開設等事前協議の結果について

04.06 「平成２７年度川崎市障害者優先調達推進方針」の情報提供について

04.09 人と動物にやさしい最幸のまちかわさきの推進に向けた取組について

04.16 聖マリアンナ医科大学病院に関連する精神保健指定医取消処分に係る本市の対応について

04.24 大規模改修工事に伴うかわさき北部斎苑休苑について

04.28 「ホームレスの実態に関する全国調査（平成２７年１月）」の結果について

05.08 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一部改正に向けたパブリックコメントの実施について

05.18 川崎区日進町　火災概要

05.18 東京圏国家戦略特別区域計画に基づく「川崎南部病院」の病床増床許可について

05.19 宿泊施設に対する合同特別立入検査の実施について

05.22 簡易宿所に対する特別立入検査実施結果及び庁内会議の設置について

03.24
川崎市と住友生命保険相互会社とのがん啓発・がん検診の受診率向上及び健康づくりにかかる包括的連携に関する協
定について

03.24 「第２期障害者通所事業所整備計画」について

03.24 障害者施設の運営状況等に係る監査法人からの最終報告書について

03.28 消防職員の懲戒処分について

03.30 病院等開設等事前協議の結果について

04.04 川崎市地域包括ケアシステム推進キックオフ会議の開催および地域みまもり支援センターの手引きの配布について

04.04 川崎市（動物愛護基金）への寄附授与について

04.05 食中毒の発生について

04.05 「平成２８年度川崎市障害者優先調達推進方針」の情報提供について

04.05 「『認知症の人の社会共生と課題解決』のための学生による国際交流・共同研究プロジェクト」の資料について

04.09 「デイサービスえいわん菅北浦」における火災の発生について（報告）

04.12 通所介護施設に対する特別立入検査の実施について

04.13 休日譲渡会の開催について

平成２７年３月１９日
（議会閉会後）

～
平成２７年５月２４日
　　（次年度臨時会前）

※市議会議員改選期

平成２８年３月１９日
（議会閉会後）

～
平成２８年４月１３日
（次年度委員会前）

健康福祉

事件・事故 ３件 事業実施 ２件計画・指針 ３件 情報提供 ６件

事件・事故 ３件 事業実施 ３件計画・指針 ３件 情報提供 ４件
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各常任委員会における情報提供の状況

04.02 日本医科大学地区の今後の取組みの方向性について

04.07 川崎駅周辺での自転車利用に関する啓発活動の実施について

04.08 不祥事再発防止策検討結果報告書（中間報告）について

04.16 川崎高等学校及び附属中学校等屋外附帯工事における照明塔設置に係る事故について

04.20 土木工事積算基準等の一部改正について

04.20 幸町小学校防災備蓄倉庫新築工事に伴う水道管損傷について（第一報）

04.24 川崎駅北口自由通路西側デッキ（ラゾーナ施行範囲）の工事着手について（お知らせ）

04.30 南武線駅アクセス向上等整備事業（津田山駅）の取組状況について（報告）

04.30 幸町小学校防災備蓄倉庫新築工事に伴う水道管損傷について

05.01 富士見中学校校舎増築その他工事に伴う地中埋設電線損傷について（第一報）

05.07 富士見中学校校舎増築その他工事に伴う地中埋設電線損傷について（第二報）

05.12 エスカレーター利用者のマナーアップキャンペーンの実施について

05.15
川崎都市計画道路の変更（1.4.1 横浜羽田空港線の変更）に関する都市計画素案説明会及び公聴会の開催について
（情報提供）

05.15 道路改良工事に伴うＮＴＴの架空線損傷事故について

05.22 簡易宿所に対する特別立入検査実施結果及び庁内会議の設置について

03.22 「大規模盛土造成地マップの更新」等について（報告）

03.22
横断歩道橋（連絡通路）へのネーミングライツパートナーの募集及び道路空間を活用したイベントに伴う道路占用ガイド
ラインについて

03.24 「川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱」の改正について

03.24 川崎市耐震改修促進計画の改定について

03.25 東海道線川崎駅ホーム拡幅工事の実施について

03.29 （仮称）等々力大橋の整備事業について

03.29 密集市街地の改善に向けた新たな重点対策地区の選定と取組方針の策定・公表について

03.29 川崎駅周辺総合整備計画の改定について

03.29 川崎駅南武線ホーム発車メロディとして川崎市歌を導入します

03.29 エスカレーター利用者のマナー啓発表示の設置について

03.30 建築基準法第４３条第１項ただし書の規定に基づく許可の基準の改正をします

03.30 定期報告制度（川崎市建築基準法施行細則）の改正に係る意見募集の実施について

03.30 「一団地及び連担建築物設計制度の認定基準」を改正します

04.05 所管事務報告｢住まいの耐震化のススメ｣の発行について

04.08 所管事務報告 第２０回「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」についての答申（案）について

まちづくり

平成２７年３月１９日
（議会閉会後）

～
平成２７年５月２４日
　　（次年度臨時会前）

※市議会議員改選期

平成２８年３月１９日
（議会閉会後）

～
平成２８年４月１３日
（次年度委員会前）

事件・事故 ６件 事業実施 ３件計画・指針 １件 情報提供 ５件

事件・事故 ０件 事業実施 ２件計画・指針 ４件 情報提供 ９件
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各常任委員会における情報提供の状況

03.24 ４月１日からの塩浜営業所所管路線のダイヤ改正及び新川崎交通広場の共用開始に伴う系統新設について

03.27 平成２７年度水質検査計画について（報告）

03.27 広域水質管理センターの設立について（報告）

04.02 多摩区生田４丁目付近濁水発生について（報告）

04.14 生田浄水場付近における自動販売機設置要望に係る対応について

04.16 一般競争入札案件の広告の取消しについて（報告）

04.28 王禅寺余熱利用市民施設（ヨネッティー王禅寺）の大規模改修工事に伴う長期休館の説明会について

04.28 産学公民連携による共同事業の募集について（お知らせ）

04.30 道路交通法違反等を含む不適切な運行事案について（報告）

04.30 ㈱吉孝土建及び真成開発㈱による審決取消請求上告事件について（報告）

05.08 宅配便を活用した小型家電回収に係る民間事業者との協定の締結について（お知らせ）

05.12
「“川崎らしい”エネルギーの取組の推進に向けて－川崎市エネルギー取組方針－(案)」に対するパブリックコメントの実
施結果に係る議員配布について

05.12 平成27年度「川崎市上下水道局業務改善・研究発表会(水道部門)」の開催について(報告)

05.12 災害時を想定した耐震化ルートによる配水管の確保と応急給水栓開設訓練の実施について(報告)

05.19 第57回水道週間「かわさきみずみずフェア」の実施等について（報告）

05.22 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の改正について

03.22 市バス新・家族１日乗車券、コラボオリジナルグッズの発売について

03.28 職員の処分について

03.28 職員の処分について

03.29 川崎市一般廃棄物処理基本計画の改定について

03.29 第６次川崎市産業廃棄物処理指導計画の策定について

03.29 川崎市一般廃棄物処理基本計画の改定について

04.02 多摩区生田４丁目付近濁水発生について（報告）

04.08 ギャラリーバス車両の増車について（報告）

04.12 大気環境測定結果（二酸化窒素）の環境基準達成の速報について

平成２７年３月１９日
（議会閉会後）

～
平成２７年５月２４日
　　（次年度臨時会前）

※市議会議員改選期

平成２８年３月１９日
（議会閉会後）

～
平成２８年４月１３日
（次年度委員会前）

環境

事件・事故 ４件 事業実施 ５件計画・指針 ２件 情報提供 ５件

事件・事故 ３件 事業実施 １件計画・指針 ３件 情報提供 ２件
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委員会への資料提出のあり方に関する申し合わせ 正副委員長案 

【改選期の対応】 

 改選年度の年度はじめから、改選後の新たな議会が構成されるまでの間に所管局

からの情報提供される各種計画、指針等については、議会局がその内容を把握し、

一覧にまとめ、新たな委員会が構成された時点で、各常任委員会正副委員長へ提示

し、必要に応じて所管事務の調査（報告）として取り扱うものとする。 

【年度末の議会閉会中の対応】 

予算議会閉会後から年度末までの間、所管局から情報提供される各種計画、指針

等については、現常任委員会委員長から新年度の常任委員会委員長へ申し送りを行

い、必要に応じて所管事務の調査（報告）として取り扱うものとする。 
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