
総務文教常任委員会（20件）

番号 件　　　　　名

平成31年度熊谷市一般会計予算

（総務文教常任委員会所管分）

議案第 3号 平成31年度熊谷市公共用地先行取得特別会計予算 〃 p.17 No.3 p.41

平成30年度熊谷市一般会計補正予算（第4号）

（総務文教常任委員会所管分）

議案第12号 熊谷市行政組織条例の一部を改正する条例 No.8 p.1

議案第13号
熊谷市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条
例の一部を改正する条例

〃 p.2

議案第14号
熊谷市一般職職員の給与に関する条例の一部を改
正する条例

〃 p.3

議案第15号
熊谷市行政財産の使用料に関する条例の一部を改
正する条例

〃 p.4

議案第17号
熊谷市立大里生涯学習センター条例の一部を改正
する条例

〃 p.6

議案第18号 熊谷市公民館使用条例の一部を改正する条例 〃 p.8

議案第19号 熊谷市立文化センター条例の一部を改正する条例 〃 p.16

議案第20号 熊谷文化創造館条例の一部を改正する条例 〃 p.18

議案第21号 熊谷市立市民ホール条例の一部を改正する条例 〃 p.21

議案第22号 熊谷市立妻沼展示館条例の一部を改正する条例 〃 p.24

議案第23号 熊谷市星渓園条例の一部を改正する条例 〃 p.25

議案第24号 熊谷市立体育施設条例の一部を改正する条例 〃 p.27

議案第25号 熊谷市立武道館条例の一部を改正する条例 〃 p.36

議案第59号
熊谷市立江南総合文化会館条例の一部を改正する
条例

〃 p.101

議案第63号
熊谷市立総合グラウンド条例の一部を改正する条
例

〃 p.108

議案第64号
熊谷市スポーツ・文化村条例の一部を改正する条
例

〃 p.110

議案第67号
公の施設の指定管理者の指定について
（熊谷市立荻野吟子記念館）

〃 p.121

各常任委員会付託区分表（平成31年第1回定例会） 

予算書 説明書

議案書

議案第 1号 No.1 p.1 No.2 p.1

議案第10号 No.6 p.1 No.7 p.1



環境産業常任委員会（22件）

番号 件　　　　　名

平成31年度熊谷市一般会計予算

（環境産業常任委員会所管分）

議案第 4号 平成31年度熊谷市駐車場事業特別会計予算 〃 p.21 No.3 p.47

議案第 6号 平成31年度熊谷市農業集落排水事業特別会計予算 〃 p.29 〃 p.85

平成30年度熊谷市一般会計補正予算（第4号）

（環境産業常任委員会所管分）

議案第28号
熊谷市妻沼勤労福祉会館条例の一部を改正する条
例

No.8 p.45

議案第29号
熊谷市熊谷勤労者体育センター条例の一部を改正
する条例

〃 p.47

議案第30号
熊谷市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条
例

〃 p.48

議案第31号 熊谷市立勤労会館条例の一部を改正する条例 〃 p.49

議案第37号
熊谷市立第一水光園庭球場条例の一部を改正する
条例

〃 p.60

議案第38号
熊谷市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の
一部を改正する条例

〃 p.61

議案第40号
熊谷市農業活性化センター条例の一部を改正する
条例

〃 p.64

議案第41号 熊谷市農村センター条例の一部を改正する条例 〃 p.66

議案第42号 熊谷市農産物直売所条例の一部を改正する条例 〃 p.68

議案第43号 熊谷市農産物加工施設条例の一部を改正する条例 〃 p.70

議案第44号
熊谷市農業研修センター条例の一部を改正する条
例

〃 p.72

議案第45号 熊谷市有機センター条例の一部を改正する条例 〃 p.74

議案第46号 熊谷市ふれあい農園条例の一部を改正する条例 〃 p.76

議案第47号
熊谷市農業集落排水施設条例の一部を改正する条
例

〃 p.77

議案第48号 熊谷市立商工会館条例の一部を改正する条例 〃 p.79

議案第49号
熊谷市めぬまアグリパーク条例の一部を改正する
条例

〃 p.81

議案第60号
熊谷市江南勤労福祉センター条例の一部を改正す
る条例

〃 p.103

議案第66号 熊谷市中小企業振興条例 〃 p.115

予算書 説明書

議案書

議案第 1号 No.1 p.1 No.2 p.1

議案第10号 No.6 p.1 No.7 p.1



市民福祉常任委員会（15件）

番号 件　　　　　名

平成31年度熊谷市一般会計予算

（市民福祉常任委員会所管分）

議案第 2号 平成31年度熊谷市国民健康保険特別会計予算 〃 p.11 No.3 p.1

議案第 7号 平成31年度熊谷市後期高齢者医療特別会計予算 〃 p.33 〃 p.105

平成30年度熊谷市一般会計補正予算（第4号）

（市民福祉常任委員会所管分）

議案第11号
平成30年度熊谷市国民健康保険特別会計補正予算
（第2号）

〃 p.9 〃 p.28

議案第26号
熊谷市立コミュニティ施設条例の一部を改正する
条例

No.8 p.38

議案第27号
熊谷市地域コミュニティセンター設置条例の一部
を改正する条例

〃 p.41

議案第32号
熊谷市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を
改正する条例

〃 p.51

議案第33号
熊谷市立婦人児童館設置及び管理条例の一部を改
正する条例

〃 p.53

議案第34号
熊谷市立箱田高齢者・児童ふれあいセンター条例
の一部を改正する条例

〃 p.55

議案第35号 熊谷市立障害福祉会館条例の一部を改正する条例 〃 p.57

議案第36号
熊谷市休日・夜間急患診療所条例の一部を改正す
る条例

〃 p.59

議案第39号 熊谷市立葬斎施設条例の一部を改正する条例 〃 p.62

議案第61号
熊谷市立健康スポーツセンター条例の一部を改正
する条例

〃 p.105

議案第62号
熊谷市市民活動支援センター条例の一部を改正す
る条例

〃 p.107

予算書 説明書

議案書

議案第 1号 No.1 p.1 No.2 p.1

議案第10号 No.6 p.1 No.7 p.1



都市建設常任委員会（18件）

番号 件　　　　　名

平成31年度熊谷市一般会計予算

（都市建設常任委員会所管分）

議案第 5号
平成31年度熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理 
事業特別会計予算

〃 p.25 No.3 p.57

議案第 8号 平成31年度熊谷市水道事業会計予算 No.4 p.1 No.4 p.5

議案第 9号 平成31年度熊谷市下水道事業会計予算 No.5 p.1 No.5 p.7

平成30年度熊谷市一般会計補正予算（第4号）

（都市建設常任委員会所管分）

議案第16号 熊谷市手数料徴収条例の一部を改正する条例 No.8 p.5

議案第50号 熊谷市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 〃 p.83

議案第51号 熊谷市公共物管理条例の一部を改正する条例 〃 p.84

議案第52号
熊谷市流水占用料等徴収条例の一部を改正する条
例

〃 p.85

議案第53号 熊谷市都市公園条例の一部を改正する条例 〃 p.86

議案第54号
熊谷市公共下水道事業運営審議会条例の一部を改
正する条例

〃 p.94

議案第55号 熊谷市下水道条例の一部を改正する条例 〃 p.95

議案第56号
熊谷市水道事業及び下水道事業の設置等に関する
条例の一部を改正する条例

〃 p.97

議案第57号
熊谷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条
例の一部を改正する条例

〃 p.98

議案第58号 熊谷市水道事業給水条例の一部を改正する条例 〃 p.99

議案第65号
熊谷市水道事業の布設工事監督者を配置する工事
等を定める条例の一部を改正する条例

〃 p.114

議案第68号 市道路線の認定について 〃 p.122

議案第69号 市道路線の廃止について 〃 p.124

予算書 説明書

議案書

議案第 1号 No.1 p.1 No.2 p.1

議案第10号 No.6 p.1 No.7 p.1


