
第１回定例会

陳  情
番　号 件　　　　　　　　　　　　　名 付託委員会 議決年月日 結　　果

27・18
動物の殺処分を禁止にすることを求める意見書
提出に関する件

健康福祉委員会 28.3.23 継続審査

27・19 北区職員採用試験等の制度改革に関する件 企画総務委員会 28.3.23 不採択

27・20
外国人の扶養親族の透明化とさらなる改善を求
める意見書提出に関する件

区民生活委員会 28.3.23 不採択

27・21
赤羽公園ゴミ撤去依頼に対して、存在しない
ホームレスを理由に却下する道路公園課担当者
に責を問う件

企画総務委員会 28.3.23 不採択

27・22
健康北区に適した公園作りに伴う健康ストレッチ
器具の設置要請の提案・意見に関する件

建設委員会 28.3.23 不採択

27・23

桜の名所を日本・世界に発信し、北区をよりよい
町にしていくための諸策について実現を求める
件
（第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項）

企画総務委員会 28.3.23 継続審査

27・23
桜の名所を日本・世界に発信し、北区をよりよい
町にしていくための諸策について実現を求める
件（第7項）

健康福祉委員会 28.3.23 不採択

27・23
桜の名所を日本・世界に発信し、北区をよりよい
町にしていくための諸策について実現を求める
件（第8項）

企画総務委員会 28.3.23 不採択

27・24
公園内の長年にわたり樹木が倒壊した場所に植
樹をするなどの美化推進の強化に関する件

建設委員会 28.3.23 不採択

27・25
区民相談室の人員削減、要員のレベルアップに
関する件

企画総務委員会 28.3.3 取下許可

28・1
軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、そ
の危険性や予後の相談の出来る窓口などの設
置等を求める意見書提出に関する件

健康福祉委員会 28.3.23 継続審査

28・4 区職員執務室の個室等の除去に関する件 企画総務委員会 28.3.23 不採択

28・7
朝鮮民主主義人民共和国に対する抗議文の提
出に関する件

企画総務委員会 28.3.23 不採択

28・8
朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据
えた在日朝鮮人の人権擁護の強化を求める件

企画総務委員会 28.3.23 不採択

28・11
未来の有権者のための模擬投票所設置に関す
る件

企画総務委員会 28.3.23 不採択

28・12 国民健康保険料負担軽減を求める件 区民生活委員会 28.3.23 不採択

28・13
正確で数字の根拠を示せる行政文書の作成を
求める件

企画総務委員会 28.3.23 不採択
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28・14 北区職員任用等の改正を求める件 企画総務委員会 28.3.23 不採択

第２回定例会

陳  情
番　号 件　　　　　　　　　　　　　名 付託委員会 議決年月日 結　　果

27・15
区庁舎及び議場における国旗、都旗及び区旗
の総ての掲揚等を求める件

企画総務委員会 28.6.22 不採択

28・15
義務教育課程における平和教育に係る課題図
書等に関する件

文教子ども委員会 28.6.22 不採択

28・16
消滅の危機に瀕する言語の保全及び継承等を
求める件

文教子ども委員会 28.6.22 不採択

28・17 障がい表記へ改めること等を求める件 健康福祉委員会 28.6.22 不採択

28・20
学校給食の献立の改善等を求めることに関する
件

文教子ども委員会 28.6.22 不採択

28・21
純粋に北区議会における区旗及び国旗の掲揚
並びにこれに対する敬礼等を求める件

議会運営委員会 28.6.22 不採択

28・22
純粋に北区役所庁舎等における区旗及び国旗
の掲揚並びにこれに対する敬礼等を求める件

企画総務委員会 28.6.22 不採択

28・23 北区議会における陳情の取扱いに関する件 議会運営委員会 28.6.22 不採択

28・24
動物の殺処分安楽死化を求める意見書の提出
に関する件

健康福祉委員会 28.6.22 不採択

28・25
公共事業等における被災地事業者との優先的
な契約を求めることに関する件

企画総務委員会 28.6.22 不採択

28・26
北区正規職員採用試験における障がい者雇用
の合理的配慮を求めることに関する件

企画総務委員会 28.6.22 不採択

28・27
職員互助会等の会費の改正等を求めることに関
する件

企画総務委員会 28.6.22 不採択

28・28
時限的な職員給与及び議員報酬等の削減によ
る被災地支援を求めることに関する件（第1項）

企画総務委員会 28.6.22 不採択

28・28
時限的な職員給与及び議員報酬等の削減によ
る被災地支援を求めることに関する件（第2項）

議会運営委員会 28.6.22 不採択

28・29
純粋に北区議会における都旗の掲揚等を求め
ることに関する件

議会運営委員会 28.6.22 不採択

28・30
純粋に北区役所庁舎等における都旗の掲揚等
を求めることに関する件

企画総務委員会 28.6.22 不採択

28・31
地方議員による政党機関紙の役所庁舎等にお
ける販売の禁止を求めることに関する件

企画総務委員会 28.6.22 不採択

28・32 公文書等の元号使用廃止等を求める件 企画総務委員会 28.6.22 不採択

28・35

「高層階は救急隊到着に時間がかかり、心停止
救命率がほぼ０％」という事実に鑑み、「長生き
するなら北区が一番」実現のため、区内全域に
絶対高さ制限の導入を求める件

建設委員会 28.6.22 不採択



第３回定例会

請  願
番　号 件　　　　　　　　　　　　　名 付託委員会 議決年月日 結　　果

28・1
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続
を求める意見書提出に関する件

区民生活委員会 28.10.7 採択

陳  情
番　号 件　　　　　　　　　　　　　名 付託委員会 議決年月日 結　　果
28・37 冨士塚取り壊し中止に関する件 文教子ども委員会 28.10.7 不採択

28・38
住民の健康増進と２０２０東京オリンピック・パラリ
ンピックにむけて受動喫煙防止条例の早期制定
を求める件

健康福祉委員会 28.10.7 継続審査

28・39 障がい者虐待の防止の強化等を求める件 健康福祉委員会 28.10.7 不採択

28・40
北区におけるバランスのとれた受動喫煙防止対
策を求める件

健康福祉委員会 28.10.7 継続審査

28・41
東京都知事に対する非核都市宣言等を求める
意見書提出に関する件

企画総務委員会 28.10.7 不採択

28・42
消防吏員に労働基本権である団結権を与えるこ
とを求める意見書提出に関する件

企画総務委員会 28.10.7 不採択

28・43
東京都北区におけるバランスのとれた受動喫煙
防止対策を求める件

健康福祉委員会 28.10.7 継続審査

28・44 北区における受動喫煙防止に関する件 健康福祉委員会 28.10.7 継続審査

28・45
北区立小中学校第３子以降の給食費無料化を
求める件

文教子ども委員会 28.10.7 継続審査

28・46
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見
書提出に関する件

文教子ども委員会 28.10.7 採択

28・47
精神障がい者施策の充実を求める意見書提出
等に関する件（第1項）

健康福祉委員会 28.10.7 採択

28・47
精神障がい者施策の充実を求める意見書提出
等に関する件（第2項）

健康福祉委員会 28.10.7 意見付採択

第４回定例会

陳  情
番　号 件　　　　　　　　　　　　　名 付託委員会 議決年月日 結　　果

28・48
十条駅駅前広場を東西一体的で住民・利用者
優先のものにするため、十条駅周辺整備に競争
原理導入を求める件

十条まちづくり特別委員会 28.12.5 不採択

28・49 生活保護受給者の人権に関する件 健康福祉委員会 28.12.5 不採択
28・50 地震家財保険に関する件 企画総務委員会 28.12.5 不採択

28・51
公共工事及びそれに伴う日当たりについての迷
惑料等に関する意見書提出等に関する件

企画総務委員会 28.12.5 不採択

28・52
介護保険制度見直しに関する意見書提出を求
める件

健康福祉委員会 28.12.5 継続審査

28・53
（仮称）東横イン王子駅前斎藤ビル新築工事の
建設に関する件

建設委員会 28.12.5 不採択

28・54
羽田空港の新飛行経路とヘリコプターに関する
件

区民生活委員会 28.12.5 不採択

28・55 十条駅付近の連続立体交差化計画に関する件 十条まちづくり特別委員会 28.12.5 ※
28・56 補助85号線の予定区間と幅員に関する件 十条まちづくり特別委員会 28.12.5 ※

28・57
健康で文化的な生活を確保するため複合環境
被害の事前防止及び改善を求める件

区民生活委員会 28.12.5 不採択

　※　 陳情28第55号及び56号は、第４回定例会２日目に委員会付託され、十条まちづくり特別委員会で
審査する予定です。


