
 

逗子市議会 定例会日程表（９月３日招集） 
 

議会運営委員会決定事項（８月３０日開会） 

月  日 時  間 会      議      事      項 

９月３日(月) 午前10時 本会議開会（第１日） 

監査委員の紹介 

日程第１ 会期決定の件（２６日間） 

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２ 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３ 報告第10号 専決処分の報告について（報告） 

［損害賠償の額の決定］ 

日程第４ 報告第11号 継続費精算報告について（報告） 

         ［神武寺トンネル改良事業］ 

日程第５ 報告第12号 継続費精算報告について（報告） 

       ［処理場施設整備事業］ 

日程第６ 報告第13号 健全化判断比率について（報告） 

日程第７ 報告第14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45号 専決処分の承認について（即決） 

［平成30年度逗子市一般会計補正予算（第４号）］ 

日程第９  議案第 46号 逗子市都市公園有料の公園施設の指定管理

者の指定について（総務常任委員会付託） 

日程第 10 議案第 47号 逗子市立体育館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 48号 逗子市議会議員及び逗子市長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の一部

改正について（総務常任委員会付託）  

日程第12 議案第49号 逗子市手数料条例の一部改正について  

（総務常任委員会付託） 

日程第 13 議案第 50号 逗子市国民健康保険条例の一部改正につい

て（教育民生常任委員会付託） 

日程第 14 議案第 51号 逗子市消防団員の任免服務等に関する条例

等の一部改正について 

（総務常任委員会付託） 

 日程第15 議案第52号 逗子市火災予防条例の一部改正について  

（総務常任委員会付託） 
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月  日 時  間 会      議      事      項 

  日程第16 議案第53号 平成30年度逗子市一般会計補正予算  

（第５号） （２常任委員会付託）  

日程第 17 陳情第 30号  2019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 18 陳情第 31号  2019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」の継続についての陳情 

（教育民生常任委員会付託） 

日程第 19 陳情第 32号  同性パートナーシップの公的承認についての陳

情 （総務常任委員会付託） 

日程第 20 陳情第 33号  鎌倉市で検討している（仮称）鎌倉ロードプラ

イシングの逗子市への影響に関する陳情 

           （総務常任委員会付託） 

日程第 21 陳情第 34号  鎌倉市の焼却ごみを環境クリーンセンターに受

け入れる事に関する陳情 

（総務常任委員会付託） 

日程第 22 陳情第 35号  平成30年第１回定例会における議案等の賛否状

況についての陳情（議会運営委員会付託） 

      （以上陳情６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１件） 

陳情第35号 

９月４日(火) 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４件） 

議案第50号、議案第53号、陳情第30号、陳情第31号 

９月５日(水) 午前10時 総務常任委員会〔全員協議会室〕 

・付託案件審査（計10件） 

議案第46号～議案第49号、議案第51号～議案第53号、陳情第32号～ 

陳情第34号 

９月６日(木) 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 

議長によ

り決定 

本会議（第２日） 

議案第54号 平成29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55号 平成29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56号 平成29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 

 



月  日 時  間 会      議      事      項 

  議案第57号 平成29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58号 平成29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７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１日） 

議案第54号～議案第58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８日(土)  休 会 

９月９日(日)  休 会 

９月10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２日） 

議案第54号～議案第58号（計５件） 

９月11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３日） 

議案第54号～議案第58号（計５件） 

９月12日(水)  決算特別委員会予備日 

９月13日(木) 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54号～議案第58号（計５件） 

９月14日(金) 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15日(土)  休 会 

９月16日(日)  休 会 

９月17日(月)  休 会（敬老の日） 

９月18日(火) 午前10時 総合的病院に関する特別委員会〔全員協議会室〕 

・継続案件審査（計２件） 

平成30年陳情第26号、平成30年陳情第29号 

（総合的病院に関する調査） 

９月19日(水)  委員会予備日（委員長報告書作成） 

９月20日(木)  委員会予備日（委員長報告書作成） 

９月21日(金)  委員会予備日（委員長報告書作成）  

９月22日(土)  休 会 

９月23日(日)  休 会（秋分の日） 

 



月  日 時  間 会      議      事      項 

９月24日(月)  休 会（振替休日） 

９月25日(火) 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26日(水) 午前10時 本会議（第３日） 

・議案の委員長報告・表決（計13件） 

議案第46号～議案第58号 

・陳情の委員会審査結果の報告（計８件） 

陳情第30号～陳情第35号、平成30年陳情第26号、 

平成30年陳情第29号 

・一般質問（第１日） 

９月27日(木) 午前10時 本会議（第４日） 

・一般質問（第２日） 

９月28日(金) 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） 

※９月28日(金)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〕  


