議決した議案

万１千円

◆令和２年度練馬区後期高齢
者医療会計予算
予算額 億８千

大規模改修機械設備工事請

◇練馬区立旭町南地区区民館

宮三丁目第三アパートにつ

負契約

る利率を改める︒また︑早

金︑生活資金および就学支
いて︑家族向け住宅一戸を

事業開始資金︑事業継続資

場会計予算
度資金の貸付限度額を引き

◇練馬区立旭町南地区区民館

◇令和２年度練馬区公共駐車

予算額４億５千 万４千円
上げる︒

単身者向け住宅二戸に改修

大規模改修電気設備工事請

◇練馬区印鑑条例の一部を改

するため︑戸数を改める︒

◇練馬区公衆浴場法施行条例
の一部を改正する条例

例の一部を改正する条例

規模改修工事請負契約

正する条例
﹁成年被後見人等の権利の
国が定める浴槽水の水質基

民法の一部改正を踏まえ︑

負契約

制限に係る措置の適正化等
準の改正を踏まえ︑従来の

保証人を不要とするととも

◇練馬区立石神井小学校校舎

◇練馬区立高齢者集合住宅条

を図るための関係法律の整
有機物の指標に新たな指標

に︑保証金の充当に関する

等改築工事請負契約の一部

◇練馬区立貫井第二保育園大

備に関する法律﹂の趣旨を
を追加する︒

◇練馬区立石神井小学校校舎

踏まえ︑成年被後見人につ
◇練馬区毒物及び劇物取締法

◇練馬区建築基準法等の事務

等改築機械設備工事請負契

変更について

いても意思能力を有する場

の事務に係る手数料に関す

に係る手数料に関する条例

約の一部変更について

規定を定める︒

合には印鑑登録できること

る条例の一部を改正する条

の一部を改正する条例

とする︒
例

計

億１千 万２千円

◇令和元年度練馬区介護保険

万５千円

万３千円

会計補正予算

補正額

計 億７千

措置に関する規定を定める︒

★議員提出議案

◇新型コロナウイルス感染症

の感染防止対策に関する意

見書

◇令和元年度練馬区後期高齢

者医療会計補正予算

める意見書

の良好な住環境の両立を求

◆羽田空港の機能強化と地域

︵８面に全文を掲載︶

億４千 万円

補正額△２億３千 万８千円

計

◇令和元年度練馬区公共駐車

場会計補正予算

︵８面に全文を掲載︶

万円

補正額１千

賛成＝自民党 公明党

﹁毒物及び劇物取締法﹂の

性能の向上に関する法律﹂

﹁建築物のエネルギー消費

約の一部変更について

等改築電気設備工事請負契

◇練馬区立石神井小学校校舎

正を踏まえ︑保険料率等を

調整に関する共通基準の改

特別区国民健康保険事業の

オンブズ

生活ネット

市民の声

都民ファ

部を改正する条例

一部改正に伴い︑条例で引

の一部改正に伴い︑建築物

◇東京都後期高齢者医療広域

変更するとともに︑﹁国民

練民会

練馬未来

計４億９千 万９千円

◆練馬区国民健康保険条例の

﹁行政手続における特定の

用している同法の規定が変

エネルギー消費性能向上計

連合規約の一部を変更する

一部を改正する条例

個人を識別するための番号

更されるため︑規定の整備

画の認定の対象に︑複数の

賛成＝自民党

関する手数料の規定を削る︒

ことに伴い︑通知カードに

る通知カードが廃止される

江古田南部地区地区計画区

例

る条例の一部を改正する条

おける建築物の制限に関す

◇練馬区地区計画の区域内に

る省令﹂の一部改正に伴い︑

ギー消費性能基準等を定め

る︒また︑﹁建築物エネル

の申請に係る手数料を定め

追加されるため︑当該認定

建築物の連携による取組が

め︑規約の変更を行う︒

して支弁することとするた

村の一般会計から負担金と

る経費を引き続き各区市町

ついて︑保険料の軽減に係

後期高齢者医療の保険料に

規約

賛成＝自民党

額判定基準の一部を改める︒

限度額および均等割額の減

改正に伴い︑保険料の賦課

健康保険法施行令﹂の一部

市民ふくし

◇練馬区立密集住宅市街地整

定の審査方法に簡易な評価

基準に適合している旨の認

補正予算

◆令和元年度練馬区一般会計

練馬未来

響の検証と住民への説明を

◆羽田空港新飛行ルートの影

立憲民主

国に求める意見書

市民の声

賛成＝共産党 立憲民主

練民会

市民の声

都民ファ

反対＝共産党

生活ネット

市民ふくし

市民ふくし

オンブズ

生活ネット

◇練馬区立幼稚園教育職員の

オンブズ

公明党

反対＝自民党 公明党

都民ファ

勤務時間︑休日︑休暇等に

練民会

立憲民主

都民ファ

る条例

﹁公立の義務教育諸学校等

の教育職員の給与等に関す

に伴い︑文部科学省告示と

る特別措置法﹂の一部改正

市民ふくし

して示された指針を踏まえ︑

適切な管理等を図るための

◇令和元年度練馬区国民健康

万４千円

幼稚園教育職員の業務量の

オンブズ

生活ネット

反対＝市民の声

万１千円

否決したもの

の一部を改正する条例

域内における建築制限を定

建築物エネルギー消費性能
場の拡張および照明設備の

備促進事業用住宅条例の一

◇練馬区立スポーツ施設条例

大泉学園町希望が丘公園運

める︒

新設に伴い︑使用料を改め

補正額△

賛成＝自民党

共産党

公明党

動場における多目的運動広

反対＝共産党 立憲民主

の利用等に関する法律﹂の一

を行う︒

りです︒

練馬未来
部改正により個人番号に係

市民の声

市民ふくし

オンブズ

生活ネット

反対＝共産党

公明党

立憲民主
練民会

◇練馬区事務手数料条例の一

985

800

376

保険事業会計補正予算

補正額△９千

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

651

562

都民ファ

以上４件の賛否は次のとお

368

本会議で賛否の分かれた議案については◆印で表示
し︑賛成︑反対それぞれの会派名を記載しています︒

万１千円

259

625

164 23

可決 した もの

保険事業会計予算
予算額 億８千

万２千円

◆令和２年度練馬区介護保険
会計予算
予算額 億１千
655

170

★区長提出議案
◆令和２年度練馬区一般会計
予算
万４千円
102

45

◆令和２年度練馬区国民健康

予算額２千 億７千
826

165

練馬未来

万８千円

方法による場合が追加され

◇練馬区立旭町南地区区民館

276

関する条例の一部を改正す

計２千 億１千

億

部を改正する条例

係る手数料等を定める︒

るため︑当該認定の申請に
保証人を不要とするととも

︶および

練馬未来

２

部を改正する条例

石神井３

練民会

◇練馬区立都市公園条例の一
定を定める︒
◇練馬区営住宅条例の一部を

26
753
上石神井こもれび公園︵上

に︑敷金の充当に関する規

民法の一部改正を踏まえ︑

るとともに照明料を定める
ほか︑スポーツ施設に設置
する施設の名称を変更する︒
◇練馬区立こども発達支援セ
ンター条例の一部を改正す
る条例

改正する条例

土支田エイト公園︵土支田

こども発達支援センターで

民法の一部改正を踏まえ︑

２︶を新設する︒
◇特別区道路線の認定につい

為によって入居した者に対

大規模改修工事請負契約

て︵３件︶
◇練馬区女性福祉資金貸付条

する請求額の算定に利用す

規定を定めるほか︑不法行

に︑保証金の充当に関する

実施する事業に居宅訪問型

育所等訪問支援事業を追加

１

26
保証人を不要とするととも

−
児童発達支援事業および保

−

632

563

592

例の一部を改正する条例

する︒

35

−

972

247

−
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