
令和３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３年度新潟市一般会計予算

市民厚生

2 議案第 2 号 令和３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３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３年度新潟市と畜場事業会計予算
食と花の推進課

総務

5 議案第 5 号 令和３年度新潟市土地取得事業会計予算
用地対策課

市民厚生

6 議案第 6 号 令和３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

7 議案第 7 号 令和３年度新潟市介護保険事業会計予算
介護保険課

総務

8 議案第 8 号 令和３年度新潟市公債管理事業会計予算
財務企画課

市民厚生

9 議案第 9 号 令和３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

10 議案第 10 号 令和３年度新潟市下水道事業会計予算
経営企画課

環境建設

11 議案第 11 号 令和３年度新潟市水道事業会計予算
水道局

市民厚生

12 議案第 12 号 令和３年度新潟市病院事業会計予算
市民病院



総務

13 議案第 13 号 新潟市公文書管理条例の制定について
総務部総務課 公文書の管理に関する基本的な事項を定めるもの

総務

14 議案第 14 号 新潟市公文書管理条例の施行に伴う関係条例の整備に関する
総務部総務課 条例の制定について

公文書管理条例の施行に伴い，関連する規定を整備するもの

文教経済

15 議案第 15 号 新潟市文書館条例の制定について
歴史文化課 文書館の設置に伴い，事業内容や施設利用など必要となる規定を整備するもの

総務

16 議案第 16 号 新潟市市税事務所設置条例の廃止について
税制課 組織改正に伴い，市税事務所を廃止するもの

総務

17 議案第 17 号 新潟市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
選挙管理委員会 について
事務局 公職選挙法等の改正に伴い，関連する規定を整備するもの

総務

18 議案第 18 号 新潟市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について
職員課 児童福祉司等の処遇改善のため，関連する規定を整備するもの

文教経済

19 議案第 19 号 新潟市教育職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について
教育職員課 人事委員会の勧告を踏まえ，教員特殊業務手当に関する規定を整備するもの

総務

20 議案第 20 号 新潟市手数料条例の一部改正について
財務課 手数料の改定に伴い，関連する規定を整備するもの

環境建設

21 議案第 21 号 新潟市自転車等駐車場条例及び新潟市自転車等放置防止条例の
土木総務課 一部改正について

手数料の改定に伴い，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 手数料の改定に伴い，関連する規定を整備するもの

環境建設

23 議案第 23 号 新潟市屋外広告物条例の一部改正について
まちづくり推進課 手数料の改定に伴い，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 食品衛生法の改正及び手数料の改定に伴い，関連する規定を整備するもの



環境建設

25 議案第 25 号 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正に
循環社会推進課 ついて

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正及び手数料の改定に伴い，関連する

規定を整備するもの

環境建設

26 議案第 26 号 新潟市建築関係手数料条例の一部改正について
建築行政課 建築基準法等の改正及び手数料の改定に伴い，関連する規定を整備するもの

市民厚生

27 議案第 27 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，関連する規定を整備するもの

市民厚生

28 議案第 28 号 新潟市介護保険条例の一部改正について
介護保険課 第8期介護保険事業計画期間において適用する第1号被保険者の保険料を定める

規定などを整備するもの

市民厚生

29 議案第 29 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 潟東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

30 議案第 30 号 新潟市急患診療センター条例の一部改正について
地域医療推進課 救急医療体制の見直しに伴い，診療科目などに関する規定を整備するもの

環境建設

31 議案第 31 号 新潟市生活環境の保全等に関する条例の一部改正について
環境対策課 食品衛生法の改正に伴い，関連する規定を整備するもの

市民厚生

32 議案第 32 号 新潟市医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等
保健管理課 に関する法律施行条例の一部改正について

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律等の改正に

に伴い，関連する規定を整備するもの

環境建設

33 議案第 33 号 新潟市アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例の一部
環境対策課 改正について

大気汚染防止法の改正に伴い，関連する規定を整備するもの

環境建設

34 議案第 34 号 市道路線の認定及び廃止について
 土木総務課 認定15路線，廃止3路線

35 議案第 35 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　齋藤
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　氏

総務

36 議案第 36 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


