◇練馬区立石神井小学校校舎
等改築工事請負契約の一部
変更について
◇練馬区立石神井小学校校舎
等改築機械設備工事請負契
約の一部変更について
◇練馬区立石神井小学校校舎
等改築電気設備工事請負契
約の一部変更について
◇起震車（地震体験車）の買
入れについて
◇ 清 掃 車 両（ 小 型 プ レ ス 車 ）
の買入れについて
◇練馬区立下石神井小学校給
食調理用備品の買入れにつ
いて
◇財産の無償貸付けについて
（旧田柄第二ストックヤー
ド）
◇指定管理者の指定について
（練馬区立氷川台駅第九自
転車駐車場）
公益財団法人 練馬区環境
まちづくり公社
［期間］令和元年７月１日
から令和５年３月 日まで
◆練馬区監査委員選任の同意
について
小川けいこ議員を監査委員
に選任することに同意を求
める。
◆練馬区監査委員選任の同意
について
酒井妙子議員を監査委員に
選任することに同意を求め
る。
右２件は採決により、同意
しました。
賛成＝自民党 公明党
練馬未来 都民ファ
練民会
反対＝共産党 立憲民主
市民の声
生活ネット
オンブズ
市民ふくし
◆練馬区副区長選任の同意に
ついて
小西將雄氏を副区長に選任
することに同意を求める。

定例会の開催予定

次回の定 例 会は、９月４日（ 水）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

西庁舎９階の傍聴席入口
西庁舎５階の議会事務局

ました。貴国が、平成９年（1997年）７月以降、核実験

験全面禁止への努力を積み重ねてきました。

を繰り返し強行していることは、誠に遺憾であります。

練馬区は、昭和58年（1983年）10月３日に、すべての

よって、本区は、貴国が今後一切の核実験を中止し、

核兵器の廃絶と世界の恒久平和を願って、
「非核都市

核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現に先導的役割を

練馬区宣言」を決議いたしました。これまで、貴国のみ

果たされるよう強く要請いたします。

ならずフランスや中国、更にインド、パキスタン、英国が

賛成＝自民党 公明党
立憲民主 練馬未来
都民ファ 練民会
反対＝共産党 市民の声
生活ネット
オンブズ
市民ふくし

＊ 本会議
＊ 委員会

※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。

に核兵器の廃絶を求め、また国際社会も核軍縮や核実

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。

本年２月13日に臨界前核実験を実施したことを公表し

★議員提出議案

◇練馬区議会委員会条例の一
部を改正する条例
「健康福祉委員会」を「保
健福祉委員会」に改め、
「環
境まちづくり委員会」を
「都市整備委員会」に改め
る。
◇総合・災害対策等特別委員
会の設置について
◇医療・病院整備等特別委員
会の設置について
◇都市農業・みどり環境等特
別委員会の設置について
◇交通対策等特別委員会の設
置について
◇東京都後期高齢者医療広域
連合議会議員の選挙におけ
る候補者の推薦について
候補者として上野ひろみ議
員を推薦する。
◇区外施設への議員派遣につ
いて

否決したもの

★議員提出議案

◆沖縄県民投票の結果の尊重
を求める意見書
賛成＝共産党 立憲民主
市民の声
生活ネット
オンブズ
市民ふくし
反対＝自民党 公明党
練馬未来 都民ファ
練民会

験した唯一の国であることから、多年にわたり、全世界

議 決 し た 議 案

◆練馬区立学童クラブ条例の
一部を改正する条例
田柄地区区民館学童クラブ
ほか３か所の学童クラブお
よび、
「練馬区ねりっこク
ラブ条例の一部を改正する
条例」において「ねりっこ
クラブ」として規定する学
童クラブをこの条例から削
るとともに、練馬第二小学
童クラブほか４か所の学童
クラブの保育および指導時
間を延長するため、所要の
改正を行う。
賛成＝自民党 公明党
立憲民主 練馬未来
生活ネット
都民ファ オンブズ
市民ふくし 練民会
反対＝共産党 市民の声
◆練馬区ねりっこクラブ条例
の一部を改正する条例
石神井東小ねりっこクラブ
ほか７か所で「ねりっこク
ラブ」を実施するため、所
要の改正を行う。
賛成＝自民党 公明党
立憲民主 練馬未来
生活ネット
都民ファ オンブズ
市民ふくし 練民会
反対＝共産党 市民の声
◇練馬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
◇特別区道路線の認定につい
て（２件）
◇練馬区立大泉学園町希望が
丘公園屋根付広場増築等工
事請負契約
◇旧光が丘第四中学校校舎等
解体工事請負契約
◇練馬区立富士見台地区区民
館・富士見台こぶし保育園
大規模改修工事請負契約の
一部変更について
◇練馬区立大泉学園地区区民
館・大泉学園保育園大規模
改修工事請負契約の一部変
更について

厳重に抗議するとともに、核実験を今後行わないよう

▷あて先・・アメリカ合衆国大統領

てきました。また、北朝鮮が行った核実験についても、

令和元年（2019年）５月29日

行った核実験に抗議し、即時中止を求める要請も行っ

しかし、これらの抗議や要請にもかかわらず、貴国は、

我が国は、広島、長崎への原爆投下による被爆を経

強く求める決議をいたしました。

●「核実験」中止を求める要請書

★区長提出議案

◇練馬区まちづくり条例の一
部を改正する条例
ワンルーム形式の集合住宅
の規制対象範囲を拡大する
とともに、寄宿舎、大規模
本会議で賛否の分かれた議案については◆印で表示
長屋等に関する規制を追加
し、賛成、反対それぞれの会派名を記載しています。
するなど、所要の改正を行
う。
◇練馬区立障害者自立支援施 ◇練馬区地区計画の区域内に
可決・ 同 意 し た も の
設条例の一部を改正する条
おける建築物の制限に関す
例
る条例の一部を改正する条
「練馬区立障害者地域活動
例
光が丘地区地区計画区域内
支援センター条例」に基づ
◇平成 年度練馬区繰越明許
における建築物の制限につ
き設置している谷原フレン
費繰越計算書の報告につい
いて、地区計画の変更に伴
ドを、障害者自立支援施設
て
い、所要の改正を行う。
に機能転換し、新たに生活
◇練馬区災害弔慰金の支給等
介護事業等を実施するため、 ◇練馬区中高層建築物等の建
に関する条例の一部を改正
築に係る紛争の予防と調整
所要の改正を行う。また、
する条例
に関する条例の一部を改正
この改正に伴い、付則にお
◆練馬区職員の勤務時間、休
する条例
いて「練馬区立障害者地域
日、休暇等に関する条例の
活動支援センター条例」を ◇練馬区福祉のまちづくり推
一部を改正する条例
進条例の一部を改正する条
廃止する。
超過勤務命令の上限時間等 ◇練馬区廃棄物の処理および
例
を定めるため、所要の改正
清掃に関する条例の一部を ◆練馬区立幼稚園教育職員の
を行う。
勤務時間、休日、休暇等に
改正する条例
廃棄物保管場所の設置義務
賛成＝自民党 公明党
関する条例の一部を改正す
立憲民主 練馬未来
の対象建築物に、寄宿舎を
る条例
都民ファ オンブズ
超過勤務命令の上限時間等
加えるとともに、事業用の
練民会
を定めるため、所要の改正
大規模建築物における再利
反対＝共産党 市民の声
を行う。
用対象物保管場所の設置に
生活ネット
関する規定を整理するなど、 賛成＝自民党 公明党
市民ふくし
立憲民主 練馬未来
所要の改正を行う。
都民ファ オンブズ
◇練馬区特別区税条例等の一 ◇練馬区リサイクル推進条例
練民会
部を改正する条例
の一部を改正する条例
反対＝共産党 市民の声
生活ネット
市民ふくし
◆練馬区立図書館条例の一部
を改正する条例
指定管理者による管理を行
う施設に石神井図書館を加
えるため、所要の改正を行
う。
賛成＝自民党 公明党
立憲民主 練馬未来
都民ファ オンブズ
練民会
反対＝共産党 市民の声
生活ネット
市民ふくし
30
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５月29日に提出しました。
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会派の略称 自民党：練馬区議会自由民主党 公明党：練馬区議会公明党 共産党：日本共産党練馬区議団 立憲民主：練馬区議会立憲民主党 練馬未来：練馬区議会未来会議
市民の声：市民の声ねりま 生活ネット：生活者ネットワーク 都民ファ：都民ファーストの会練馬区議団 オンブズ：オンブズマン練馬 市民ふくし：市民ふくしフォーラム
練民会：練馬区民の会

