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(1)

① 議案 第１１号

② 陳情 第２４７号

(2)

① 議案 第２４号

② 陳情 第２４８号

③ 陳情 第２５２号

少数意見の留保（文書報告　荒川なお委員　小林おとみ委員）

令和５年 第１回 東京都板橋区議会定例会　本会議 第２日 運営次第（案）

３月１日（水）第２日

開議宣告

会議録署名議員の指名

諸報告 ・議案の送付　・議案提出書　・修正動議提出書

討　　　論　　　  　  　  　　　

表決の方法

① 吉田豊明議員　② 大田ひろし議員　③ 五十嵐やす子議員

（原案可決）

少数意見の留保（文書報告　吉田豊明委員　五十嵐やす子委員）

〔起　　立〕

委員会報告

企画総務委員会

東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例

消費税『インボイス制度』について、導入延期を求める国への意見書
提出、導入に伴う板橋区としての経営支援策および板橋区発注工事単
価見直しを求める陳情（意見書提出及び工事単価見直しの件）

区民環境委員会

表決の方法 〔起　　立〕

（不採択）

少数意見の留保（文書報告　吉田豊明委員）

東京都板橋区印鑑条例の一部を改正する条例

（原案可決）

少数意見の留保（文書報告　荒川なお委員　小林おとみ委員）

表決の方法 〔起　　立〕

表決の方法 〔起　　立〕

原発の運転期間延長・建て替え方針の撤回を求める意見書の提出を求
める陳情

（不採択）

少数意見の留保（文書報告　荒川なお委員　小林おとみ委員）

（不採択）

討　　　論　　　  　  　  　　　① 吉田豊明議員　② 山田貴之議員

消費税『インボイス制度』について、導入延期を求める国への意見書
提出、導入に伴う板橋区としての経営支援策および板橋区発注工事単
価見直しを求める陳情（経営支援策実施の件）

表決の方法 〔起　　立〕

（ア）第１項

（イ）第２項
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(3)

(4)

① 陳情 第２３５号

② 〔一括〕

陳情 第２３６号

〃 第２３８号

③ 〔一括〕

陳情 第２３９号

〃 第２４０号

④ 陳情 第２４１号

⑤ 陳情 第２４２号

⑥ 陳情 第２５３号

（不採択）

（不採択）

健康福祉委員会

表決の方法　　〔起　　立〕

少数意見の留保（文書報告　山内えり委員）

表決の方法　　〔起　　立〕

徳丸地域におけるコミュニティバス路線の拡充整備を求める陳情

（不採択）

少数意見の留保（文書報告　山内えり委員）

表決の方法　　〔起　　立〕

表決の方法　　〔起　　立〕

都心低空飛行の中止を求める陳情

（不採択）

少数意見の留保（文書報告　山内えり委員）

表決の方法　　〔起　　立〕

高島平駅周辺の自転車駐車場に関する陳情

都市建設委員会

バス等の公共交通利用における利便性の向上に関する陳情（バス会社
への交渉の件）

（不採択）

少数意見の留保（文書報告　山内えり委員）

生活交通の充実のため、新しい電動車（グリーンスローモビリティ）
の実証実験等に係る陳情
　第１項　実証実験実施の件

少数意見の留保（文書報告　山内えり委員）

高齢者及び乳幼児を連れた親が医療機関等へ行くためにタクシーを利
用した場合の料金の助成についての陳情

交通弱者のタクシー利用の助成を求める陳情

（不採択）

少数意見の留保（文書報告　山内えり委員）

表決の方法　　〔起　　立〕

東武練馬駅東口自転車駐車場の拡充とホームドアの早期設置を求める
陳情



-3-

(5)

① 請願 第　２号

② 陳情 第２２６号

③ 陳情 第２４３号

④ 陳情 第２４５号

⑤ 陳情 第２５４号

⑥ 陳情 第２５４号

表決の方法　　〔起　　立〕

文教児童委員会

表決の方法 〔起　　立〕

区立小中学校におけるマスク着用の有無に関するいじめ等を防止する
ための啓発活動を求める陳情

（採択）

表決の方法 〔起　　立〕

中丸町、南町、熊野町地域に図書館設置に関する陳情

（不採択）

少数意見の留保（文書報告　石川すみえ委員　竹内愛委員）

表決の方法 〔起　　立〕

学校給食の無償化と、有機・無農薬などの安心・安全な食材の導入を
求める陳情
　第１項　給食費無償化の件

少数意見の留保（文書報告　石川すみえ委員　竹内愛委員）

志村小学校と志村第四中学校との施設一体型小中一貫校計画に関する
請願

（ア）第１項

（イ）第２項

（採択）

表決の方法 〔起　　立〕

① 石川すみえ議員　② しのだつよし議員

ESAT-J（中学校英語スピーキングテスト）を都立高校入試に使用しな
いよう求める陳情（継続審査分）

（不採択）

少数意見の留保（文書報告　石川すみえ委員　竹内愛委員）

討　　　論　　　  　  　  　　　① 山田ひでき議員　② 中村とらあき議員

（不採択）

（ア）第１項

（イ）第２項・第３項・第４項

学校給食の無償化と、有機・無農薬などの安心・安全な食材の導入を
求める陳情
　第２項　学校給食有機化等の件

（不採択）

少数意見の留保（文書報告　石川すみえ委員　竹内愛委員）

表決の方法 〔起　　立〕

討　　　論　　　  　  　  　　　
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

議案 第　６号

〃 第　７号

〃 第　８号

〃 第　９号

〃 第１０号

5

(1) 議案 第２６号

〃 第２７号

〃 第２８号

(2) 議案 第２９号

6

7

(1) 〔区　　長〕

(2)

(3)

議案 第２５号

8

令和４年度東京都板橋区一般会計補正予算（第６号）

令和４年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計補正予算（第１
号）

討　　　論　　　  　  　  　　　

（原案可決）

延会宣告

表決の方法 〔起　　立〕

区長提出予算の提案理由の説明省略決定　（議案第１号～第５号）

予算修正動議

令和５年度東京都板橋区一般会計予算に対する修正動議

令和５年度当初予算議案及び予算修正動議の上程

施政方針説明

追加議案の上程

東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例

提案理由の説明〔いわい桐子議員〕

追加議案の委員会付託

東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

提案理由の説明〔副　区　長〕

提案理由の説明〔山内えり議員〕

東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要
件を定める条例の一部を改正する条例

東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例

① かなざき文子議員　② 内田けんいちろう議員

令和４年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１
号）

令和４年度東京都板橋区東武東上線連続立体化事業特別会計補正予算
（第１号）

令和４年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

予算審査特別委員会

〔一括〕

災害対策調査特別委員会

インクルージョン推進調査特別委員会

自治体ＤＸ調査特別委員会

地域・経済活性化調査特別委員会
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(1)

(2)

(3)

(4)
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6 散会宣告

高沢　一基 議員 （２０分）

当初予算議案等の委員会付託

次回日程の報告

中村　とらあき 議員 （８２分）

田中　いさお 議員 （５１分）

いわい　桐子 議員 （４６分）

施政方針に対する代表質問

令和５年 第１回 東京都板橋区議会定例会　本会議 第３日 運営次第（案）

３月６日（月）第３日

開議宣告

会議録署名議員の指名
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