
(会期　２月10日～３月20日　　39日間)

日次 月日 曜日 会議名 時刻 場所 摘要

2月3日 火 議会運営委員会 午前10時 第２委員会室 ２月10日の議会運営について等

2月4日 水 議案説明会（補正等） 午前10時 議場 （午前９時　補正等議案質疑・総括質問受付開始）

2月5日 木

2月6日 金 （午後５時  請願・陳情提出締切日）

2月7日 土 （休会）

2月8日 日 （休会）

2月9日 月 （正午　補正等議案質疑通告締切）

本会議 午前10時 議場 会期決定、議案上程（補正議案等）・説明

議会運営委員会
本会議
終了後

第２委員会室 請願・陳情報告

2 2月11日 水 （休会）

3 2月12日 木 （休会）

4 2月13日 金 （休会）

5 2月14日 土 （休会）

6 2月15日 日 （休会）

7 2月16日 月 本会議 午前10時 議場
補正等議案質疑、委員会付託
（正午　「一問一答」初回通告（申し出）締切）

厚生委員会 午前10時 第１委員会室 補正等議案審査

8 2月17日 火 経済消防委員会 午前10時 第２委員会室 補正等議案審査

都市建設委員会 午前10時 第３委員会室 補正等議案審査

総務委員会 午前10時 第１委員会室 補正等議案審査

9 2月18日 水 上下水道教育委員会 午前10時 第２委員会室 補正等議案審査

生活文化環境委員会 午前10時 第３委員会室 補正等議案審査

10 2月19日 木 （休会） （委員会予備日）

議案説明会（当初） 午前10時 議場 （正午　補正等討論締切）

市議会協議会 議案説明会終了後 議場 第３次静岡市総合計画実施計画報告

12 2月21日 土 （休会）

13 2月22日 日 （休会）

議会運営委員会 午前10時 第２委員会室 当日の議会運営について

本会議 午後１時 議場
議案上程（補正等）・委員長報告・質疑・討論・表決
議案上程（当初議案等）・施政方針

15 2月24日 火 （休会）

16 2月25日 水 （休会） （正午　総括質問通告締切）

17 2月26日 木 （休会）  (午後５時　新年度議案に係る請願・陳情提出締切日）

18 2月27日 金 （休会） （正午　意見書案等提出締切）

19 2月28日 土 （休会）
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日次 月日 曜日 会議名 時刻 場所 摘要

20 3月1日 日 （休会）

21 3月2日 月 議会運営委員会 午前10時 第２委員会室 総括質問通告者報告、意見書案説明等

22 3月3日 火 （休会） （総括質問者周知日）

議案説明会 午前10時 議場 （午後５時　追加議案質疑通告締切）

本会議 議案説明会終了後 議場 総括質問（第１日目）

本会議 午前10時 議場 総括質問（第２日目）

議会運営委員会 本会議終了後 第２委員会室

議案説明会 午前10時 議場 （午後５時　訂正議案質疑通告締切）

本会議 議案説明会終了後 議場 総括質問（第３日目）

26 3月7日 土 （休会）

27 3月8日 日 （休会）

28 3月9日 月 本会議 午前10時 議場
総括質問（第４日目）、委員会付託、
委員会付託終了後訂正議案上程(訂正理由説明)、委員会付託、
追加議案上程(提案理由説明)、質疑、委員会付託

29 3月10日 火 （休会） （議案研究日）

総務委員会 午前10時 第１委員会室 当初議案等審査

上下水道教育委員会 午前10時 第２委員会室 当初議案等審査

生活文化環境委員会 午前10時 第３委員会室 当初議案等審査

総務委員会 午前10時 第１委員会室 当初議案等審査

上下水道教育委員会 午前10時 第２委員会室 当初議案等審査

生活文化環境委員会 午前10時 第３委員会室 当初議案等審査

厚生委員会 午前10時 第１委員会室 当初議案等審査

経済消防委員会 午前10時 第２委員会室 当初議案等審査

都市建設委員会 午前10時 第３委員会室 当初議案等審査

33 3月14日 土 （休会）

34 3月15日 日 （休会）

厚生委員会 午前10時 第１委員会室 当初議案等審査

経済消防委員会 午前10時 第２委員会室 当初議案等審査

都市建設委員会 午前10時 第３委員会室 当初議案等審査

36 3月17日 火 （休会） （委員会予備日)（正午　意見書案調整締切）

37 3月18日 水 （休会） （正午　当初等討論締切）

38 3月19日 木 議会運営委員会 午後１時30分 第２委員会室 ３月20日の議会運営について、意見書案報告等

39 3月20日 金 本会議 午後１時30分 議場 議案上程（当初議案等）・委員長報告・質疑・討論・表決

25 3月6日 金

3月16日 月35

32 3月13日 金

31 3月12日

30 3月11日 水

木

24 3月5日 木

23 3月4日 水


