
 第９３号議案 

  品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１１月２６日 

                   品川区長  濱  野   健   

   品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正する条例 

第１条 品川区長および副区長の給与および旅費条例（ 昭和２２年品川区条例

第１４号） の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「 および１２月」 を削り、「 １００分の１７０」 の次に「 、

１２月に支給する期末手当においては１００分の１６６」 を加える。 

第２条 品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を次のように改正

する。 

  第６条第２項中「 に支給する期末手当においては１００分の１７０、１２

月」 を「 および１２月」 に、「 １００分の１６６」 を「 １００分の１６８」

に改める。 

   付 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日

から施行する。 

 （ 説明） 区長および副区長の期末手当に係る支給月数を改める必要がある。 
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 第９４号議案 

  品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１１月２６日 

                   品川区長  濱  野   健   

   品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時間その他の

勤務条件に関する条例（ 昭和３１年品川区条例第２８号） の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条第１項中「 および１２月」 を削り、「 １００分の１７０」 の次に「 、

１２月に支給する場合においては１００分の１６６」 を加える。 

第２条 品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時間その他の

勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項中「 に支給する場合においては１００分の１７０、１２月」

を「 および１２月」 に、「 １００分の１６６」 を「 １００分の１６８」 に改

める。 

   付 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日

から施行する。 

 （ 説明） 教育長の期末手当に係る支給月数を改める必要がある。 
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 第９５号議案 

  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１１月２６日 

                   品川区長  濱  野   健 

   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 職員の給与に関する条例（ 昭和２６年品川区条例第１７号） の一部を

次のように改正する。 

  第２１条第２項中「 に支給する場合においては１００分の１１５、１２月

に支給する場合においては１００分の１２０」 を「 および１２月に支給する

場合においては１００分の１１５」 に改め、同項ただし書中「 に支給する場

合においては１００分の９５、１２月に支給する場合においては１００分の

１００」 を「 および１２月に支給する場合においては１００分の９５」 に改

め、同条第３項中「 、「 １００分の１２０」とあるのは「 １００分の７０」と」

および「 と、「 １００分の１００」 とあるのは「 １００分の６０」」 を削る。 

第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２１条第２項中「 および１２月に支給する場合においては１００分の１

１５」 を「 に支給する場合においては１００分の１１２．５、１２月に支給

する場合においては１００分の１１７．５」 に改め、同項ただし書中「 およ

び１２月に支給する場合においては１００分の９５」 を「 に支給する場合に

おいては１００分の９２．５、１２月に支給する場合においては１００分の

９７．５」 に改め、同条第３項中「 １００分の１１５」 とあるのは「 １００
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分の６５」 と、「 １００分の９５」 とあるのは「 １００分の５５」 を「 １００

分の１１２．５」とあるのは「 １００分の６２．５」と、「 １００分の１１７．

５」 とあるのは「 １００分の６７．５」 と、「 １００分の９２．５」 とあるの

は「 １００分の５２．５」 と、「 １００分の９７．５」 とあるのは「 １００分

の５７．５」 に改める。 

   付 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日

から施行する。 

 （ 説明） 職員の期末手当に係る支給月数を改める必要がある。 



 第９６号議案 

  会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１１月２６日 

                   品川区長  濱  野   健 

   会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

第１条 会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例（ 令和元年品川

区条例第１８号） の一部を次のように改正する。 

  第１６条第２項中「 に支給する場合においては１００分の１１５、１２月

に支給する場合においては１００分の１２０」 を「 および１２月に支給する

場合においては１００分の１１５」 に改める。 

第２条 会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１６条第２項中「 および１２月に支給する場合においては１００分の１

１５」 を「 に支給する場合においては１００分の１１２．５、１２月に支給

する場合においては１００分の１１７．５」 に改める。 

   付 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日

から施行する。 

 （ 説明） 会計年度任用職員の期末手当に係る支給月数を改める必要がある。 
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 第９７号議案 

  幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１１月２６日 

                   品川区長  濱  野   健 

   幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 幼稚園教育職員の給与に関する条例（ 平成１２年品川区条例第３２号）

の一部を次のように改正する。 

  第２７条第２項中「 に支給する場合においては１００分の１１５、１２月

に支給する場合においては１００分の１２０」 を「 および１２月に支給する

場合においては１００分の１１５」 に改め、同項ただし書中「 に支給する場

合においては１００分の９５、１２月に支給する場合においては１００分の

１００」 を「 および１２月に支給する場合においては１００分の９５」 に改

め、同条第３項中「 、「 １００分の１２０」とあるのは「 １００分の７０」と」

および「 と、「 １００分の１００」 とあるのは「 １００分の６０」」 を削る。 

第２条 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２７条第２項中「 および１２月に支給する場合においては１００分の１

１５」 を「 に支給する場合においては１００分の１１２．５、１２月に支給

する場合においては１００分の１１７．５」 に改め、同項ただし書中「 およ

び１２月に支給する場合においては１００分の９５」 を「 に支給する場合に

おいては１００分の９２．５、１２月に支給する場合においては１００分の

９７．５」 に改め、同条第３項中「 １００分の１１５」 とあるのは「 １００
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分の６５」 と、「 １００分の９５」 とあるのは「 １００分の５５」 を「 １００

分の１１２．５」とあるのは「 １００分の６２．５」と、「 １００分の１１７．

５」 とあるのは「 １００分の６７．５」 と、「 １００分の９２．５」 とあるの

は「 １００分の５２．５」 と、「 １００分の９７．５」 とあるのは「 １００分

の５７．５」 に改める。 

   付 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日

から施行する。 

 （ 説明） 幼稚園教育職員の期末手当に係る支給月数を改める必要がある。 



 第９８号議案 

  学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年１１月２６日 

                   品川区長  濱  野   健 

   学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 学校教育職員の給与に関する条例（ 平成２０年品川区条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

  第２７条第２項中「 に支給する場合においては１００分の１１５、１２月

に支給する場合においては１００分の１２０」 を「 および１２月に支給する

場合においては１００分の１１５」 に改め、同項ただし書中「 に支給する場

合においては１００分の９５、１２月に支給する場合においては１００分の

１００」 を「 および１２月に支給する場合においては１００分の９５」 に改

める。 

第２条 学校教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２７条第２項中「 および１２月に支給する場合においては１００分の１

１５」 を「 に支給する場合においては１００分の１１２．５、１２月に支給

する場合においては１００分の１１７．５」 に改め、同項ただし書中「 およ

び１２月に支給する場合においては１００分の９５」 を「 に支給する場合に

おいては１００分の９２．５、１２月に支給する場合においては１００分の

９７．５」 に改める。 

   付 則 
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この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日

から施行する。 

 （ 説明） 学校教育職員の期末手当に係る支給月数を改める必要がある。 



資料№７

第４回定例会　令和2年11月26日　午後1時開議

議事日程（１）

会期の決定について（１１月２６日～１２月１０日　１５日間）

一般質問

終了予定４：３０

　　≪休憩　15分≫

③あくつ広王（公明20分）　④湯澤一貴（自民20分）　⑤高橋しんじ（無所属20分）

一般質問

　　　本会議運営（案）

①松澤和昌（自・無20分）　②おくの晋治（共産20分）

第１

第２



議 事 日 程（１）

第４回定例会  令和２年１１月２６日  午後１時開議

第１  会 期 の 決 定 に つ い て

第２  一 般 質 問
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第４回定例会　令和２年11月27日　午前10時開議
議事日程（２）

　　≪休憩　昼　（委員長会）≫

第２ 第64号議案

第３ 第65号議案

第４ 第66号議案 文教委員会付託

第５ 第67号議案
厚生委員会付託

第６ 第68号議案

第７ 第69号議案

第８ 第70号議案

第９ 第71号議案

第10 第72号議案

第11 第73号議案

第12 第74号議案

第13 第75号議案

第14 第76号議案

第15 第77号議案

第16 第78号議案

第17 第79号議案

第18 第80号議案

第19 第81号議案

第20 第82号議案

第21 第83号議案

第22 第84号議案

第23 第85号議案

第24 第86号議案

第25 第87号議案

第26 第88号議案

第27 第89号議案

第28 第90号議案

第29 第91号議案

第30 第92号議案 建設委員会付託

副区長
説明

第31 第63号議案 総合審査
　総務委員会
歳出審査
 各常任委員会
　　　　　付託

追加議事日程

第１ 第93号議案

第２ 第94号議案

第３ 第95号議案

第４ 第96号議案

第５ 第97号議案

第６ 第98号議案

議事日程（２）

第32

（仮称）品川区立環境学習交流施設新築工事請負契約

指定管理者の指定について

29件一括
議題

副区長
説明

指定管理者の指定について

北品川一丁目地内特別区道路線の認定について

品川区立保育所条例の一部を改正する条例

第二戸越幹線整備工事（下流部シールド）請負契約

第二戸越幹線整備工事（上流部シールド）請負契約の変更について

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関
する条例

（仮称）品川区立環境学習交流施設新築機械設備工事請負契約

（仮称）品川区立環境学習交流施設新築電気設備工事請負契約

文教委員会付託

厚生委員会付託

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

令和２年度品川区一般会計補正予算

区民委員会付託

総務委員会付託

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

区民委員会付託

⑨のだて稔史（共産20分）　⑩田中さやか（ネット20分）　

　　本会議運営（案）

品川区立創業支援施設条例の一部を改正する条例

第１ 一般質問

⑥芹澤裕次郎（自民20分） ⑦せお麻里（自・無20分） ⑧こんの孝子（公明20分）

⑪西本たか子（無所属20分）
　　≪休憩　15分≫

品川区手数料条例の一部を改正する条例

終了予定３：４０

請願・陳情の付託 請願　３件（文３）
陳情  ６件（厚３、建１、文２）

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

6件一括
議題

副区長
説明

文教委員会付託
学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正する条例

品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時間その他
の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例

総務委員会付託



議 事 日 程（２）

第４回定例会  令和２年１１月２７日  午前１０時開議

第 １ 一 般 質 問   

第 ２ 第６４号議案 品川区手数料条例の一部を改正する条例 

第 ３ 第６５号議案 品川区立創業支援施設条例の一部を改正する条例 

第 ４ 第６６号議案 品川区立保育所条例の一部を改正する条例 

第 ５ 第６７号議案 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例 

第 ６ 第６８号議案 （仮称）品川区立環境学習交流施設新築工事請負契約 

第 ７ 第６９号議案 （仮称）品川区立環境学習交流施設新築機械設備工事請負契約 

第 ８ 第７０号議案 （仮称）品川区立環境学習交流施設新築電気設備工事請負契約 

第 ９ 第７１号議案 第二戸越幹線整備工事（下流部シールド）請負契約 

第 10 第７２号議案 第二戸越幹線整備工事（上流部シールド）請負契約の変更について

第 11 第７３号議案 指定管理者の指定について 

第 12 第７４号議案 指定管理者の指定について 

第 13 第７５号議案 指定管理者の指定について 

第 14 第７６号議案 指定管理者の指定について 

第 15 第７７号議案 指定管理者の指定について 

第 16 第７８号議案 指定管理者の指定について 
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第 17 第７９号議案 指定管理者の指定について 

第 18 第８０号議案 指定管理者の指定について 

第 19 第８１号議案 指定管理者の指定について 

第 20 第８２号議案 指定管理者の指定について 

第 21 第８３号議案 指定管理者の指定について 

第 22 第８４号議案 指定管理者の指定について 

第 23 第８５号議案 指定管理者の指定について 

第 24 第８６号議案 指定管理者の指定について 

第 25 第８７号議案 指定管理者の指定について 

第 26 第８８号議案 指定管理者の指定について 

第 27 第８９号議案 指定管理者の指定について 

第 28 第９０号議案 指定管理者の指定について 

第 29 第９１号議案 指定管理者の指定について 

第 30 第９２号議案 北品川一丁目地内特別区道路線の認定について 

第 31 第６３号議案 令和２年度品川区一般会計補正予算 

第 32 請願・陳情の付託 



追 加 議 事 日 程

第 ４ 回 定 例 会   令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ７ 日

第１ 第９３号議案  品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正 

する条例 

第２ 第９４号議案  品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時 

間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 

第３ 第９５号議案  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第４ 第９６号議案  会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一 

部を改正する条例 

第５ 第９７号議案  幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第６ 第９８号議案  学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

資料№１１


