
令和２年２月議会定例会議案予定件名（新年度分）

総務，文教経済，市民厚生，環境建設

1 議案第 1 号 令和２年度新潟市一般会計予算

市民厚生

2 議案第 2 号 令和２年度新潟市国民健康保険事業会計予算
保険年金課

文教経済

3 議案第 3 号 令和２年度新潟市中央卸売市場事業会計予算
中央卸売市場

文教経済

4 議案第 4 号 令和２年度新潟市と畜場事業会計予算
農林政策課

市民厚生

5 議案第 5 号 令和２年度新潟市母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計予算
こども家庭課

市民厚生

6 議案第 6 号 令和２年度新潟市介護保険事業会計予算
高齢者支援課

総務

7 議案第 7 号 令和２年度新潟市公債管理事業会計予算
財務課

市民厚生

8 議案第 8 号 令和２年度新潟市後期高齢者医療事業会計予算
保険年金課

環境建設

9 議案第 9 号 令和２年度新潟市下水道事業会計予算
経営企画課

環境建設

10 議案第 10 号 令和２年度新潟市水道事業会計予算
水道局

市民厚生

11 議案第 11 号 令和２年度新潟市病院事業会計予算
市民病院

文教経済

12 議案第 12 号 新潟市中央卸売市場業務条例の制定について
中央卸売市場 卸売市場法の改正に伴い，売買取引方法などに関する規定を定めるもの



文教経済

13 議案第 13 号 新潟市中央卸売市場設置条例の一部改正について
中央卸売市場 卸売市場法の改正に伴い，関連する規定を整備するもの

市民厚生

14 議案第 14 号 新潟市保健所条例の一部改正について
食の安全推進課 南食品環境センターの廃止に伴い，関連する規定を整備するもの

総務

15 議案第 15 号 新潟市市税事務所設置条例の一部改正について
税制課 市税事務所の移転に伴い，関連する規定を整備するもの

総務

16 議案第 16 号 新潟市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
職員課 する条例の一部改正について

地方公務員法の改正に伴い，関連する規定を整備するもの

文教経済

17 議案第 17 号 新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正に
学校人事課 ついて

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の改正に伴い，

関連する規定を整備するもの

総務

18 議案第 18 号 新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例の
中央区地域課 一部改正について

二葉コミュニティハウスの多目的ホールの設置に伴い，関連する規定を整備する

もの

市民厚生

19 議案第 19 号 新潟市国民健康保険条例の一部改正について
保険年金課 政令の改正に伴い，基礎賦課額に係る賦課限度額等に関する規定を整備するもの

市民厚生

20 議案第 20 号 新潟市ひまわりクラブ条例の一部改正について
こども政策課 ひまわりクラブの移転に伴い，所在地を変更するもの

市民厚生

21 議案第 21 号 新潟市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び
保育課 運営の基準に関する条例の一部改正について

府令等の改正に伴い，関連する規定を整備するもの

市民厚生

22 議案第 22 号 新潟市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する
こども政策課 条例の一部改正について

省令の改正に伴い，関連する規定を整備するもの

市民厚生

23 議案第 23 号 新潟市食品衛生法施行条例の一部改正について
食の安全推進課 食品衛生法等の改正に伴い，関連する規定を整備するもの



市民厚生

24 議案第 24 号 新潟市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について
環境衛生課 動物の愛護及び管理に関する法律の見直しを受けて行った検討会議での意見等を

踏まえ，届出等に関する規定を改めるもの

市民厚生

25 議案第 25 号 新潟市公衆浴場法施行条例の一部改正について
環境衛生課 厚生労働省の通知を受け，衛生管理等に関する規定を整備するもの

市民厚生

26 議案第 26 号 新潟市旅館業法施行条例の一部改正について
環境衛生課 厚生労働省の通知を受け，衛生管理等に関する規定を整備するもの

市民厚生

27 議案第 27 号 新潟市ラブホテル建築等規制条例の一部改正について
環境衛生課 旅館業法の改正に伴い，関連する規定を整備するもの

市民厚生

28 議案第 28 号 新潟市毒物及び劇物取締法施行条例の一部改正について
保健管理課 毒物及び劇物取締法の改正に伴い，関連する規定を整備するもの

環境建設

29 議案第 29 号 新潟市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部改正に
環境対策課 ついて

浄化槽法の改正に伴い，浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する規定

を整備するもの

市民厚生

30 議案第 30 号 新潟市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正について
市民病院 病床の有効活用のため，分娩型居室から産科特別室に変更するもの

市民厚生

31 議案第 31 号 新潟市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部
消防局 改正について

機能別団員制度の導入に伴い，関連する規定を整備するもの

市民厚生

32 議案第 32 号 新潟市消防関係手数料条例の一部改正について
消防局 政令の改正に伴い，関連する規定を整備するもの

総務

33 議案第 33 号 新潟市監査委員条例の一部改正について
監査委員事務局 地方自治法の改正に伴い，内部統制評価報告書の審査等に関する規定を整備する

もの

市民厚生

34 議案第 34 号 町（字）の区域及び名称の変更について
市民生活課 町（字）の区域及び名称を変更するもの



総務

35 議案第 35 号 新潟市及び加茂市における連携中枢都市圏の形成に係る連携協
政策調整課 約の締結について

連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結するもの

環境建設

36 議案第 36 号 市道路線の認定及び廃止について
土木総務課 認定27路線，廃止4路線

37 議案第 37 号 教育委員会委員の選任について
人事課

任期満了に伴うもの　　２名　　　　　　　　　　新任　大宮
おおみや

　一真
かずまさ

　氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新任　五十嵐
い か ら し

　悠介
ゆうすけ

　氏

総務

38 議案第 38 号 包括外部監査契約の締結について
監査委員事務局

契約の相手方　今井
い ま い

　慶
やす

貴
たか


