議決した議案

導入することに伴い︑美術

改築工事請負契約の一部変
社会福祉法人

童クラブ︶
障害者育成会

更について
◇練馬区立谷原小学校校舎等
︹期間︺５年

東京都知的

◇ 区長の専決処分事項の承認

舎等改築電気設備工事請負

◇練馬区立豊玉第二中学校校

る経費︒

判所裁判官国民審査に要す

議院議員選挙および最高裁

億４千

万４千円

補正額２億３千 万３千円
計２千

◇ 練馬区職員の給与に関する
条例の一部を改正する条例
特別区人事委員会勧告等に
基づき︑所要の改正を行う︒

採採
◇陳情第

号・第

固定

択択
号

資産税および都市計画税の

軽減措置の継続についての
号

ウイルス性肝

意見書の提出について
◇陳情第

炎患者に対する医療費助成
号

子ども・子育

の拡充について
◇陳情第

ームページでご覧いただ
けます︒

定例会の開催予定
次回の定例会は︑
２月６日︵金︶から
開催する予定です︒

どなたでも傍聴できます︒
お気軽にお越しください︒
傍聴受付

＊本会議
西庁舎9階の傍聴席入口
＊委員会
西庁舎5階の議会事務局

月

日︵金︶議会運営委員会

本会議

︵所信表明︑議案上程等︶

月１日︵月︶本会議︵一般質問︶

３日︵水︶本会議︵一般質問︶

４日︵木︶本会議︵一般質問︶

５日︵金︶常任委員会︵５委員会︶

特別委員会︵４委員会︶

８日︵月︶特別委員会︵３委員会︶

常任委員会︵５委員会︶

日︵水︶常任委員会︵５委員会︶

特別委員会︵４委員会︶

日︵金︶議会運営委員会

本会議︵議決︶

平成 年 月 日︑
千代田区の日比谷公会
堂において︑東京都区
市町村が主催する第
回東京都道路整備事業
推進大会が開催されま
した︒
この大会は︑東京の
広域化する交通渋滞の
緩和や︑安全で快適な
まちづくりに資するた
め︑道路︑橋梁︑鉄道
連続立体交差および都
市モノレール等の整備
の促進を図ることを目
的として開催されてい
ます︒
当区議会からは︑議
長と議員 名が参加し
ました︒

道路整備事業推進大会に参加

会 議 の 開 催 状 況

館運営協議会の庶務を︑美
改築機械設備工事請負契約
の一部変更について

年度練馬

契約の一部変更について
◇建物等の買入れについて
︵練馬区大泉区民事務所等︶
◇指定管理者の指定について
練馬区文化

︵練馬区立美術館︶
公益財団法人
振興協会

◇練馬区職員の退職手当に関

て支援新制度に関する意見

書の提出等について︹第 ４

する条例の一部を改正する
条例

項︺

◇固定資産税および都市計画

陳情の要旨は︑区議会ホ

地域手当の支給割合の見直
し等による影響を踏まえ︑

東京援護協

職員の退職手当の調整額を

◇練馬区立幼稚園教育職員の

行う︒

見直すため︑所要の改正を

︹期間︺５年
︵練馬区立障害者地域活動

◇指定管理者の指定について

用時間について︑所要の改
正を行う︒
◇特別区道路線の認定につい

支援センター︶

情

※本会議︑各委員会の開催
日時等の詳細は︑電話等で
お問い合わせいただくか︑
ホームページでご確認くだ
さい︒

11

12

術館から地域文化部に改め
る︒
◇練馬区立こどもの森緑地条
について︵平成

区一般会計補正予算︶

◇練馬区立豊玉第二中学校校
舎等改築工事請負契約の一

例
こどもの森緑地の管理およ

１
７ ︶を

日執行の衆

平成

よび嘱託収納員の報酬額を
緑地︵羽沢２

月

部変更について

正する条例
改めるほか︑学芸補助員お
新設する︒
◇練馬区立子ども家庭支援セ

年

び利用について必要な事項
を定めるため︑条例を制定
する︒
部を改正する条例

◇練馬区立都市公園条例の一

新設し︑報酬額を定めると
谷原六丁目緑地︵谷原６

ソーシャルワーカーの職を

可 決・承 認 し た も の

★区長提出議案
ともに︑産業保健指導員お

事業部制を廃止するため︑
よび清掃リサイクル指導員

◇練馬区組織条例の一部を改

所要の改正を行うとともに︑
の職を廃止する︒

︶およびこどもの森

付則において練馬区まちづ

︹期間︺５年

る条例

︵練馬区立関町福祉園︶

ンター条例の一部を改正す

条例の一部を改正する条例
子ども家庭支援センターの

社会福祉法人

◇練馬区立生涯学習センター
生涯学習センター分館に講
事業の見直しおよび充実を

会

くり条例の一部を改正し︑
◇練馬区特別職の職員で非常
座室を増設するため︑所要

図るため︑利用日および利

◇指定管理者の指定について

勤のものの報酬および費用
の改正を行う︒

組織名称を改める︒

弁償に関する条例の一部を
◇練馬区立美術館運営協議会
条例の一部を改正する条例

改正する条例
地域精神保健相談員︑産業
美術館に指定管理者制度を

て︵３件︶

社会福祉法人

改正する条例

給与に関する条例の一部を

◇練馬区第六出張所︵旭町保

障害者育成会

特別区人事委員会勧告等に

東京都知的
育園その他併設︶耐震補強

︹期間︺５年

部を改正する条例

◇練馬区議会委員会条例の一

★議員提出議案

基づき︑所要の改正を行う︒

および大規模改修工事請負

◇指定管理者の指定について

結果のでた

聴覚に障害のある方で︑
手話通訳をご希望の方
は︑事前にお申し出く
ださい︒

25

契約

︵練馬区立大泉障害者地域
生活支援センター︶

◇練馬区第七出張所︵田柄第
二保育園その他併設︶耐震

東京都知的

社会福祉法人
︹期間︺５年

障害者育成会

補強および大規模改修工事
請負契約
◇練馬区立開進第四中学校校

税の軽減措置等の継続を求

★委員会提出議案
︵①練馬区立上石神井駅南

める意見書

◇指定管理者の指定について
第三自転車駐車場および②

舎等改築機械設備工事請負

練馬区立田柄自転車駐車場︶

契約
舎等改築電気設備工事請負

◇ウイルス性肝炎患者に対す

◇練馬区立開進第四中学校校

練馬区環境

る医療費助成の拡充等を求

公益財団法人
まちづくり公社

める意見書

契約

︹期間︺①１年１か月

◇仮称平和台駅地下自転車駐
車場整備工事︵第一工区︶

載︶

︵意見書は７面に全文を掲

②１年
◇指定管理者の指定について

30

12

請負契約の一部変更につい
て

︵練馬区立谷原あおぞら学

26

26

14

24 908

陳
180

26

509

179
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−

28

10

12

−
32
−

◇練馬区立谷原小学校校舎等

10

17

融資専門員およびスクール

議
会
本

178

−
28
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