
 

逗子市議会 定例会日程表（９月５日招集） 
 

議会運営委員会決定事項（８月３１日開会） 

月  日 時  間 会      議      事      項 

９月５日(火) 午前10時 本会議開会（第１日） 

日程第１ 会期決定の件（２８日間） 

日程第２ 議席の一部変更について  

議長によ

り決定 

全員協議会〔全員協議会室〕 

議会運営委員会決定事項報告 

市長報告 

議長によ

り決定 

本会議開議 

日程第３ 報告第９号 株式会社パブリックサービスの経営状況の 

報告について（報告） 

日程第４ 報告第10号 専決処分の報告について（報告）  

［工事請負契約の変更］ 

日程第５ 報告第11号 継続費精算報告について（報告） 

［（仮称）療育・教育の総合センター整備事業］ 

日程第６ 報告第12号 健全化判断比率について（報告） 

日程第７ 報告第13号 資金不足比率について（報告）  

（２件一括上程） 

日程第８ 議案第36号 専決処分の承認について（即決） 

［損害賠償の額の決定］ 

日程第９ 議案第37号 工事請負契約の締結について 

［市営桜山住宅建築工事］ 

（総務常任委員会付託） 

日程第 10 議案第 38号 逗子文化プラザホールの指定管理者の指定

について（総務常任委員会付託）  

日程第 11 議案第 39号 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域

法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理について（即決） 

日程第12 議案第40号 平成29年度逗子市一般会計補正予算  

（第２号） （２常任委員会付託）  

日程第 13 陳情第 20号 議会基本条例（素案）に対するパブリックコメ

ントの検討結果に関する陳情 

（議会運営委員会付託） 

日程第 14 陳情第 21号 請願者・陳情者の趣旨説明の機会の新設に関す

る陳情（議会運営委員会付託） 

日程第 15 陳情第 22号「逗子市議会議員政治倫理条例施行規程」の「調

査請求書」掲載に関する陳情 

（議会運営委員会付託） 

 

平成２９年     

第 ３ 回  



月  日 時  間 会      議      事      項 

  日程第 16 陳情第 23号  平成30年度における「重度障害者医療費助成制

度の継続」についての陳情 

（教育民生常任委員会付託） 

日程第 17 陳情第 24号  平成30年度における透析治療への通院困難者に

対する「通院支援」についての陳情 

（教育民生常任委員会付託） 

日程第 18 陳情第 25号  幼稚園就園奨励費の増額及び兄弟対象枠の拡大

に関する陳情（教育民生常任委員会付託） 

 日程第 19 陳情第 26号  逗葉地域医療センターの開所時間の前倒しと小

児診療体制の充実に関する陳情 

（教育民生常任委員会付託） 

日程第 20 陳情第 27号  小児医療費助成の所得制限の撤廃に関する陳情

（教育民生常任委員会付託） 

日程第 21 陳情第 28号  第一運動公園の乳幼児用遊具の設置及び子ども

の自転車練習用広場の整備に関する陳情 

（総務常任委員会付託） 

日程第 22 陳情第 29号  生活道路の自転車レーンの設置及び歩道拡大・

バリアフリー化に関する陳情 

（総務常任委員会付託） 

日程第 23 陳情第 30号  「薬害肝炎救済法の延長を求める意見書」の採

択を求める陳情（総務常任委員会付託） 

日程第24 陳情第31号 高齢者センターの浴場存続を求める陳情 

（教育民生常任委員会付託） 

     （以上陳情12件一括上程 所管委員会付託） 

委員長に

より決定 

議会運営委員会〔第１委員会室〕 

・付託案件審査（計３件） 

陳情第20号～陳情第22号 

９月６日(水) 午前10時 教育民生常任委員会〔全員協議会室〕 

・付託案件審査（計７件） 

議案第40号、陳情第23号～陳情第27号、陳情第31号 

・継続案件審査（計１件） 

平成28年陳情第22号 

９月７日(木) 午前10時 総務常任委員会〔全員協議会室〕 

・付託案件審査（計６件） 

議案第37号、議案第38号、議案第40号、陳情第28号～陳情第30号 

９月８日(金) 午前10時 議員全員協議会〔全員協議会室〕 

 決算特別委員の内定 

 

 



月  日 時  間 会      議      事      項 

 議長によ

り決定 

本会議（第２日） 

議案第41号 平成28年度逗子市一般会計歳入歳出決算の認定に  

ついて 

議案第42号 平成28年度逗子市国民健康保険事業特別会計歳入  

    歳出決算の認定について  

議案第43号 平成28年度逗子市後期高齢者医療事業特別会計歳  

       入歳出決算の認定について 

議案第44号 平成28年度逗子市介護保険事業特別会計歳入歳出  

       決算の認定について 

議案第45号 平成28年度逗子市下水道事業特別会計歳入歳出決  

    算の認定について 

（以上５件一括上程・決算特別委員会設置、同委員選任、 

同委員会付託） 

議長によ

り決定 

決算特別委員会〔全員協議会室〕 

 正副委員長の互選、所管別審査分担及び審査日程の決定  

９月９日(土)  休 会 

９月10日(日)  休 会 

９月11日(月) 午前10時 決算特別委員会〔全員協議会室〕 

・付託案件審査（第１日） 

議案第41号～議案第45号（計５件） 

【一般質問の質問事項(要旨)通告書の提出締切：午後１時】 

９月12日(火) 午前10時 決算特別委員会〔全員協議会室〕 

・付託案件審査（第２日） 

議案第41号～議案第45号（計５件） 

９月13日(水) 午前10時 決算特別委員会〔全員協議会室〕 

・付託案件審査（第３日） 

議案第41号～議案第45号（計５件） 

９月14日(木)  決算特別委員会予備日 

９月15日(金) 午前10時 決算特別委員会〔全員協議会室〕 

・付託案件審査（第４日） 

議案第41号～議案第45号（計５件） 

９月16日(土)  休 会 

９月17日(日)  休 会 

９月18日(月)  休 会（敬老の日） 

９月19日(火) 午前10時 基地対策特別委員会〔全員協議会室〕 

（池子米軍家族住宅建設に関する調査） 

９月20日(水) 午前10時 総合的病院に関する特別委員会〔全員協議会室〕 

（総合的病院に関する調査） 

９月21日(木) 午前10時 市立小学校卒業式動画販売に関する調査特別委員会〔全員協議会室〕 

（市立小学校卒業式動画販売に関する調査） 



 

月  日 時  間 会      議      事      項 

９月22日(金)  委員会予備日（委員長報告書作成） 

９月23日(土)  休 会（秋分の日） 

９月24日(日)  休 会 

９月25日(月)  委員会予備日（委員長報告書作成） 

９月26日(火)  委員会予備日（委員長報告書作成） 

９月27日(水) 委員長に

より決定 

議会運営委員会〔第１委員会室〕 

追加案件について 

９月28日(木) 午前10時 本会議（第３日） 

・議案の委員長報告・表決（計８件） 

議案第37号、議案第38号、議案第40号～議案第45号 

・陳情の委員会審査結果の報告（計13件） 

陳情第20号～陳情第31号、平成28年陳情第22号 

・一般質問（第１日） 

９月29日(金) 午前10時 本会議（第４日） 

・一般質問（第２日） 

９月30日(土)  休 会 

10月１日(日)  休 会 

10月２日(月) 午前10時 本会議（第５日） 

・一般質問（第３日） 

・追加案件の表決等について              

（閉 会） 

※10月２日(月)第３回定例会閉会後：①議会報編集委員会〔第１委員会室〕  

②議会運営委員会〔第１委員会室〕  


