回臨時会の議案

規定に基づき︑次の者を監査

議長・副議長就任のあいさつ
真一

回定例会の議案

私たちは︑平成 年第１回臨時会におきま
して︑議員の皆様からご推挙いただき︑議長
および副議長に就任いたしました︒その職責
の重大さに︑身が引き締まる思いです︒
品川区では︑５年後のオリンピック・パラ
リンピック東京開催や国家戦略特区の指定等
を契機に︑未来に向けた積極的な取り組みを
進めております︒また︑区民生活を豊かにす
るために︑これまで以上に︑災害に強いまち
づくりや福祉の充実︑待機児童対策︑経済対
策に力を入れるなど︑様々な課題解決に取り
組んでいるところです︒
二元代表制の一翼を担う議会としましては︑
こうした取り組みに積極的に関与し︑区民の
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皆様が住み慣れた地域で安全で安心して生活
ができるよう活発な議論をしていく所存です︒
品川区議会では︑平成 年第２回定例会に
おいて︑議員の会議出席に係る費用弁償を交
通費実費相当額とする見直しを行ったほか︑
会議の欠席手続きを明確にする会議規則の改
正を行いました︒今後は︑さらにスピード感
を持って議会改革を推し進め︑区民に身近で
開かれた議会の実現に向けて努力してまいり
ます︒
区民の皆様には︑今後とも区議会の活動に
つきましてご理解とご協力を賜りますようお
願い申し上げまして︑就任のあいさつとさせ
ていただきます︒

全国市議会議長会から
表彰されました

永年にわたり議会活動
に貢献し︑地方自治の進展
に努めた功績に対し︑全国
市議会議長会から表彰を
受けました︒

の再交付手数料の新設
動車について︑軽課を導入
︹手数料の額︺
する︒

請に対する審査手数料の新

設
︹手数料の額︺
建築物の移転認定申請手数
料 ２万８千円 など

施行期日 建築物の移転の認
定に係る審査手数料に関する
改正規定は公布の日︑弁当等
人力販売業の許可に係る審査
手数料に関する改正規定は平
成 年 月１日︑通知カード
の再交付手数料に関する改正

ネット…品川・生活者ネットワーク

維・無…維新・無所属品川

民・無…民主党・無所属クラブ

浅野ひろゆき

通知カード再交付手数料
⑷ 旧３級品の紙巻たばこに
円
係る特別区たばこ税の税率
の特例を廃止するとともに︑ 個人番号カード再交付手数
料
円
当該税率を段階的に引き上
げ︑平成 年度から製造た ⑵ 弁当等人力販売業の許可
ばこと同様の税率を適用す
の申請に対する審査手数料
る︒
の新設
︹手数料の額︺
弁当等人力販売業許可申請
手数料 ８千 円
⑶ 建築物の移転の認定の申
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共産…日本共産党品川区議団

議員

健信

第

27

大沢

委員に選任することに同意し
た︒
鈴木 真澄 議員︵自・未︶

28

長

平成 年第２回定例会は︑６月 日
から７月８日までの 日間の会期で開
催されました︒

区長提案

27

本多

その他の議案

27

議員提案

27

条例︵一部改正︶

28

500

27

28

800

稲川 貴之 議員︵民・無︶
島田 幸太郎 氏
︵識見を有する者︶

620

副議長

31

本年４月の区議会議員選挙後︑最初
の議会となる平成 年第１回臨時会は︑
５月 日および 日の２日間の会期で
開催されました︒

区長提案

区長から﹁介護保険制度に関 特別の各委員会が開催され︑
特別区税条例の一部を改正
する条例︵一部改正︶﹂など 正副委員長が互選されました︒する条例の一部を改正する条
の議案が︑議員より﹁東京都 ︵委員会構成は８ページに掲 例について︑平成 年３月
後期高齢者医療広域連合議会 載︶
日に専決処分し︑同日公布し
議員の選挙における候補者の
た︒
推薦について﹂の議案がそれ
改正内容
ぞれ提出されました︒慎重審
軽自動車税のうち原動機付
議の結果︑次のとおり可決さ
自転車︑二輪車等に係る税率
条
例
︵
一
部
改
正
︶
れました︒
の引上げの施行期日について︑
以下︑概要をお知らせしま ▼介護保険制度に関する条例 平成 年４月１日から１年延
平成 年度から平成 年度 長し︑平成 年４月１日とす
す︒
までにおいて︑介護保険の第 る︒
議長・副議長を選挙 一号被保険者のうち第１段階
５月 日に行われた議長選 および第２段階の者に係る保
挙・副議長選挙の結果︑議長 険料を︑年額﹁２万８千

25

27

27

この定例会では︑区長から︑▼特別区税条例
⑸ 特別区民税および軽自動
に大沢真一議員︵自・未︶が︑円﹂から﹁２万５千 円﹂に
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
︵一部改正︶
﹂
地方税法等が改正されたこ
副議長に浅野ひろゆき議員 減額する︒
車税の減免に係る申請期限
域連合議会議員の選挙に ﹁特別区税条例
おける候補者の推薦
などの議案が︑議員より﹁区 とに伴い︑条例の一部を改正
︵公明︶が︑それぞれ選出さ 施行期日 公布の日
を見直す︒
れ︑就任しました︒
施行期日 公布の日︵地方税
東京都後期高齢者医療広域 議会議員の議員報酬︑費用弁 する︒
予 算
連合議会議員の選挙において︑償及び期末手当に関する条例 ⑴ 住宅借入金等特別税額控 法および所得税法の改正に伴
▼平成 年度一般会計補正予 次の者を候補者に推薦する︒ ︵一部改正︶﹂などの議案が
常任委員会・
除の適用期限を延長する︒ う規定整備に関する改正規定
議会運営委員会
算
品川区議会議員 本多 健信 それぞれ提出されました︒慎 ⑵ 都道府県または区市町村 は平成 年１月１日︑旧３級
重審議の結果︑次のとおり可
委員の選任
⑴ 歳入歳出予算補正額
に対する寄附金に係る特例 品の紙巻たばこに係る特別区
決されました︒
１億２千 万６千円追加
控除額を拡充するとともに︑たばこ税の税率に関する改正
総務︑区民︑厚生︑建設︑
以下︑概要をお知らせしま
確定申告を行わないで当該 規定は平成 年４月１日︶
文教の各常任委員会委員およ ︵補正後の歳入歳出予算額
す︒
１千 億６千 万６千円︶
寄附金に係る税額控除を受 ▼手数料条例
び議会運営委員会委員が選任
受益者負担の適正化を図る
⑵ 債務負担行為補正件数
けられる特例を定める︒
されました︒
追加 １件
⑶ 平成 年度分の軽自動車 ため︑手数料を新設する︒
特別委員会の設置
税において︑平成 年度に ⑴ 社会保障・税番号制度に
監査委員の選任同意
および委員の選任
係る通知カードの再交付手
新規登録し︑一定の環境性
数料および個人番号カード
能を有する三輪以上の軽自
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440

431

公明…品川区議会公明党

会派名は次の略語で記載しています。 自・未…品川区議会自民党・子ども未来

31

1

行財政改革︑オリンピック・ 地方自治法第 条第１項の

541

196

800

10

27

27

511

議員在職20年表彰

27

26

議

14

２

27

26

▼専決処分の承認を求めるこ
この臨時会では︑正副議長 パラリンピック推進の各特別 とについて
特別区税条例の一部を改正
の選挙︑常任委員会・議会運 委員会が設置され︑それぞれ
する条例の一部を改正する条
営委員会の委員の選任︑およ 委員が選任されました︒
例について
び特別委員会の設置・同委員
の選任が行われました︒また︑ 就任後︑常任︑議会運営︑ 概要
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