


























第２回定例会　令和元年7月10日　午後1時開議

議事日程（３）

第１ 第37号議案

第２ 第38号議案

第３ 第39号議案

第４ 第54号議案

第５ 第55号議案

第６ 第56号議案

第７ 第57号議案

第８ 第58号議案

第９ 第59号議案

第１０ 第60号議案

第１１ 第61号議案

第１２ 第62号議案

第１３ 第63号議案

第１４ 第64号議案

第１５ 第67号議案

第１６ 第40号議案 ②簡易・起立

第１７ 第41号議案 ①簡易・起立

第１８ 第48号議案

第１９ 第49号議案

第２０ 第50号議案

第２１ 第51号議案

第２２ 第65号議案

第２３ 第66号議案

建設委員長報告
第２４ 第52号議案

簡易・起立

第２５ 第42号議案

第２６ 第43号議案

第２７ 第44号議案

第２８ 第45号議案

第２９ 第46号議案

第３０ 第47号議案

第３１ 第53号議案

各常任委員長報告 第３２ 第36号議案 簡易・起立令和元年度品川区一般会計補正予算

品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の
一部を改正する条例

７件一括議題
文教委員長報告

品川区放課後児童健全育成事業の設備および運営の基準に関する
条例の一部を改正する条例

品川区立就学前乳幼児教育施設条例の一部を改正する条例

品川区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例

品川区立保育所における時間外保育等に関する条例の一部を改正
する条例

品川区特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営の基
準に関する条例の一部を改正する条例

品川区私立認定こども園、私立幼稚園および特定地域型保育事業
の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例

品川区立幼稚園条例の一部を改正する条例

２件一括議題
区民委員長報告

品川区消費者センター条例の一部を改正する条例

品川区立創業支援施設条例の一部を改正する条例

６件一括議題
厚生委員長報告

品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例

品川区立高齢者多世代交流支援施設条例の一部を改正する条例

品川区社会福祉基金条例の一部を改正する条例

品川区立心身障害者福祉会館条例の一部を改正する条例

指定管理者の指定について

指定管理者の指定について

第二戸越幹線整備工事（北品川立坑）請負契約

鮫浜小学校校舎改築その他工事請負契約

鮫浜小学校校舎改築その他電気設備工事請負契約

城南小学校・幼稚園外構整備その他工事請負契約

防災服他の買入れについて

簡易・起立

簡易・起立

鮫浜小学校校舎改築その他機械設備工事請負契約
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本会議運営（案）

１５件一括議題

総務委員長報告

品川区情報公開・個人情報保護条例の一部を改正する条例

簡易・起立

品川区行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例

品川区特別区税条例の一部を改正する条例

東品川文化センター・シルバーセンター大規模改修工事請負契約

東品川文化センター・シルバーセンター大規模改修機械設備工事
請負契約

東品川文化センター・シルバーセンター大規模改修電気設備工事
請負契約

南ゆたか保育園・児童センター改築工事請負契約

八潮北保育園大規模改修工事請負契約

防災行政無線設備更新工事請負契約



追加議事日程

第１ 第70号議案

第２ 第71号議案

第３ 第72号議案

第４ 第73号議案

第５ 第74号議案

議事日程（３）

第３３ 請願・陳情審査結果報告
簡易・起立

第３４ 請願・陳情の付託   　陳情7件（総2、厚2、建3）

第３５ 常任委員会・議会運営委員会・特別委員会議会閉会中継続審査調査事項

終了予定２：１５

５件一括議題
副区長説明

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

簡易・起立



議 事 日 程（３）

第２回定例会   令和元年７月１０日   午後１時開議

第  １ 第３７号議案 品川区情報公開・個人情報保護条例の一部を改正する条例 

第  ２ 第３８号議案 品川区行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例 

第  ３ 第３９号議案 品川区特別区税条例の一部を改正する条例 

第 ４ 第５４号議案 東品川文化センター・シルバーセンター大規模改修工事請負契約

第 ５ 第５５号議案 東品川文化センター・シルバーセンター大規模改修機械設備工事

請負契約 

第 ６ 第５６号議案 東品川文化センター・シルバーセンター大規模改修電気設備工事

請負契約 

第 ７ 第５７号議案 南ゆたか保育園・児童センター改築工事請負契約 

第 ８ 第５８号議案 八潮北保育園大規模改修工事請負契約 

第 ９ 第５９号議案 防災行政無線設備更新工事請負契約 

第 １０ 第６０号議案 第二戸越幹線整備工事（北品川立坑）請負契約 

第 １１ 第６１号議案 鮫浜小学校校舎改築その他工事請負契約 

第 １２ 第６２号議案 鮫浜小学校校舎改築その他機械設備工事請負契約 

第 １３ 第６３号議案 鮫浜小学校校舎改築その他電気設備工事請負契約 

第 １４ 第６４号議案 城南小学校・幼稚園外構整備その他工事請負契約 

第 １５ 第６７号議案 防災服他の買入れについて 

第 １６ 第４０号議案 品川区消費者センター条例の一部を改正する条例 

第 １７ 第４１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 １８ 第４８号議案 品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例 

第 １９ 第４９号議案 品川区立高齢者多世代交流支援施設条例の一部を改正する条例 

第 ２０ 第５０号議案 品川区社会福祉基金条例の一部を改正する条例 

第 ２１ 第５１号議案 品川区立心身障害者福祉会館条例の一部を改正する条例 

第 ２２ 第６５号議案 指定管理者の指定について 
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第 ２３ 第６６号議案 指定管理者の指定について 

第 ２４ 第５２号議案 品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例 

第 ２５ 第４２号議案 品川区放課後児童健全育成事業の設備および運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例 

第 ２６ 第４３号議案 品川区立就学前乳幼児教育施設条例の一部を改正する条例 

第 ２７ 第４４号議案 品川区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例 

第 ２８ 第４５号議案 品川区立保育所における時間外保育等に関する条例の一部を改

正する条例 

第 ２９ 第４６号議案 品川区特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例 

第 ３０ 第４７号議案 品川区私立認定こども園、私立幼稚園および特定地域型保育事業

の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例 

第 ３１ 第５３号議案 品川区立幼稚園条例の一部を改正する条例 

第 ３２ 第３６号議案 令和元年度品川区一般会計補正予算 

第 ３３ 請願・陳情審査結果報告 

第 ３４ 請願・陳情の付託 

第 ３５ 常任委員会・議会運営委員会・特別委員会議会閉会中継続審査調査事項 



追 加 議 事 日 程

第 ２ 回 定 例 会   令 和 元 年 ７ 月 １ ０ 日

第１ 第７０号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

第２ 第７１号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

第３ 第７２号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

第４ 第７３号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

第５ 第７４号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
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