
 

 

会議結果について（報告） 
 

 

 

 

 平成３０年国立市議会第４回定例会は下記のとおりであったので、地方自治法第 

 １２３条第４項の規定により報告します。 

 

 

記 

 

 

１．平成３０年国立市議会第４回定例会 

２．開  会  平成３０年 １２月 ３日（月） 

３．閉  会  平成３０年 １２月２２日（土） 

４．会  期  ２０日間（うち会期延長１回１日） 

５．議員の出欠 第１日 １２月 ３日（月）出席 ２１人、欠席 ０人 

        第２日 １２月 ５日（水）出席 ２１人、欠席 ０人 

        第３日 １２月 ６日（木）出席 ２１人、欠席 ０人 

        第４日 １２月 ７日（金）出席 ２１人、欠席 ０人 

        第５日 １２月１０日（月）出席 ２１人、欠席 ０人 

        第６日 １２月２１日（金）出席 ２１人、欠席 ０人 

        第７日 １２月２２日（土）出席 ２１人、欠席 ０人 

６．審議件数 （１）長提出議案       ４３件 

       （２）議員提出議案        ３件 

       （３）請願・陳情        ４件（うち陳情４件） 

７．議決状況 （１）長提出議案       ４３件 

         ①原案可決         ３７件 

         ②同  意          １件 

③認  定          ５件 

（２）議員提出議案        ３件 

①原案可決          ３件 

（３）請願・陳情        ４件（うち陳情４件） 

         ①採 択          １件 

         ②不 採 択          ３件 

８．人事案件について 
 国立市教育委員会委員の任命に伴う同意について 

   無記名投票の結果、同意と決定した。（操 木   豊） 
    投票用紙配付枚数       ２０枚 
    投 票 総 数       ２０票 
    同 意       １８票 
    不 同 意        ２票（うち白票１票） 



９．会議録写（作成次第後送） 

10．議 案 写（別    添） 

11．議決結果 

番 号 件        名 議 決 月 日 議決結果 

第６７号議案 市道路線の廃止について １２月２１日 原案可決 

第６８号議案 国立市人権を尊重し多様性を認め合う

平和なまちづくり基本条例案 

１２月２１日 原案可決 

第６９号議案 国立市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担に関する条

例の一部を改正する条例案 

１２月２１日 原案可決 

第７０号議案 国立市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例案 

１２月２１日 原案可決 

第７１号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算

（第４号）案 

１２月２１日 原案可決 

第７２号議案 平成３０年度国立市国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）案 

１２月２１日 原案可決 

第７３号議案 平成３０年度国立市下水道事業特別会

計補正予算（第１号）案 

１２月２１日 原案可決 

第７４号議案 平成３０年度国立市介護保険特別会計

補正予算（第２号）案 

１２月２１日 原案可決 

第７５号議案 平成３０年度国立市後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）案 

１２月２１日 原案可決 

第７６号議案 矢川集会所の指定管理者の指定につい

て 

１２月２１日 原案可決 

第７７号議案 富士見台一丁目集会所の指定管理者の

指定について 

１２月２１日 原案可決 

第７８号議案 中一丁目集会所の指定管理者の指定に

ついて 

１２月２１日 原案可決 

第７９号議案 千丑集会所の指定管理者の指定につい

て 

１２月２１日 原案可決 

第８０号議案 一本松公会堂の指定管理者の指定につ

いて 

１２月２１日 原案可決 

第８１号議案 四軒在家福祉館の指定管理者の指定に

ついて 

１２月２１日 原案可決 

第８２号議案 久保公会堂の指定管理者の指定につい

て 

１２月２１日 原案可決 

第８３号議案 坂下集会所の指定管理者の指定につい

て 

１２月２１日 原案可決 

第８４号議案 石神集会所の指定管理者の指定につい

て 

１２月２１日 原案可決 

第８５号議案 谷保東集会所の指定管理者の指定につ

いて 

１２月２１日 原案可決 



番 号 件        名 議 決 月 日 議決結果 

第８６号議案 富士見台二丁目集会所の指定管理者の

指定について 

１２月２１日 原案可決 

第８７号議案 南区公会堂の指定管理者の指定につい

て 

１２月２１日 原案可決 

第８８号議案 くにたち立東福祉館の指定管理者の指

定について 

１２月２１日 原案可決 

第８９号議案 青柳福祉センターの指定管理者の指定

について 

１２月２１日 原案可決 

第９０号議案 西福祉館の指定管理者の指定について １２月２１日 原案可決 

第９１号議案 東福祉館の指定管理者の指定について １２月２１日 原案可決 

第９２号議案 北福祉館の指定管理者の指定について １２月２１日 原案可決 

第９３号議案 中平地域防災センターの指定管理者の

指定について 

１２月２１日 原案可決 

第９４号議案 東地域防災センターの指定管理者の指

定について 

１２月２１日 原案可決 

第９５号議案 下谷保地域防災センターの指定管理者

の指定について 

１２月２１日 原案可決 

第９６号議案 富士見台地域防災センターの指定管理

者の指定について 

１２月２１日 原案可決 

第９７号議案 中地域防災センターの指定管理者の指

定について 

１２月２１日 原案可決 

第９８号議案 有料公園施設の指定管理者の指定につ

いて 

１２月２１日 原案可決 

第９９号議案 有料広場施設の指定管理者の指定につ

いて 

１２月２１日 原案可決 

第１００号議案 くにたち郷土文化館の指定管理者の指

定について 

１２月２１日 原案可決 

第１０１号議案 国立市古民家の指定管理者の指定につ

いて 

１２月２１日 原案可決 

第１０２号議案 くにたち市民総合体育館の指定管理者

の指定について 

１２月２１日 原案可決 

第１０３号議案 くにたち市民芸術小ホールの指定管理

者の指定について 

１２月２１日 原案可決 

第１０４号議案 国立市教育委員会委員の任命に伴う同

意について 

１２月２１日 同  意 

認定第１号 平成２９年度国立市一般会計歳入歳出

決算（継続審査分） 

１２月 ３日 認  定 

認定第２号 平成２９年度国立市国民健康保険特別

会計歳入歳出決算（継続審査分） 

１２月 ３日 認  定 

認定第３号 平成２９年度国立市下水道事業特別会

計歳入歳出決算（継続審査分） 

１２月 ３日 認  定 



番 号 件        名 議 決 月 日 議決結果 

認定第４号 平成２９年度国立市介護保険特別会計

歳入歳出決算（継続審査分） 

１２月 ３日 認  定 

認定第５号 平成２９年度国立市後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算（継続審査分） 

１２月 ３日 認  定 

議 員 提 出 

第１１号議案 

国立市議会基本条例の一部を改正する

条例案 

１２月 ３日 原案可決 

議 員 提 出 

第１２号議案 

国立市議会会議規則の一部を改正する

規則案 

１２月 ３日 原案可決 

議 員 提 出 

第１３号議案 

国立市議会議員定数条例の一部を改正

する条例案 

１２月２１日 原案可決 

陳情第４号 臓器移植の環境整備を求める意見書の

採択を求める陳情 

１２月２１日 不 採 択 

陳情第６号 国に対して「学童保育指導員の資格と

配置基準の堅持を求める意見書」の提

出を求める陳情 

１２月２１日 不 採 択 

陳情第７号 東海第２原発の再稼働に反対する陳情 １２月２１日 不 採 択 

陳情第８号 学校トイレ洋式化率向上に関する陳情 １２月２１日 採 択 

12．その他 
（１）議会改革特別委員会副委員長の辞任及び同副委員長の互選について 

上村和子議員より議会改革特別副委員長辞任願が提出されたことについて、１２

月３日（月）の同委員会において辞任願が許可され、直ちに副委員長の互選をし

た。その結果、副委員長に藤江竜三議員が選出された。 
（２）議会改革特別委員会委員の辞任について 

議会改革特別委員会委員である上村和子議員より１２月３日（月）付で辞任願

が提出され、議長が許可したことを同日の本会議において議長が報告した。 
（３）議会改革特別委員会報告について 

１２月３日（月）の本会議において、議会改革特別委員会委員長より同委員会

の活動及び消滅について報告があり、議長がこれを同日の本会議に諮り、委員長

報告のとおり消滅することを議決した。 

（４）発言の取り消しについて 

① １２月５日（水）の本会議において、尾張美也子議員より口頭で、１２月３

日（月）の本会議の発言について、発言取り消しの申し出があり、議長がこれ

を同日の本会議に諮り、異議なく許可した。 

② １２月１０日（月）の本会議において、遠藤直弘議員より口頭で、１２月６

日（木）の本会議の発言について、発言取り消しの申し出があり、議長がこれ

を同日の本会議に諮り、異議なく許可した。 

（５）動議について 

① １２月２１日（金）の本会議において、高原幸雄議員ほか６名より「石井伸

之議員に対して、『国立市議会議員定数条例の一部を改正する条例案』の提出の

事前説明が日本共産党にされなかったことについて、説明と反省を求める動議」

が提出され、成立し、同日の本会議で、賛成少数で否決された。 

② １２月２１日（金）の本会議において、石井伸之議員ほか１１名より「高原



幸雄議員が会派代表を務める日本共産党会派は、決算特別委員会における平成

２９年度国立市下水道事業特別会計歳入歳出決算の表決を認定としたが、平成

３０年第４回定例会本会議初日（平成３０年１２月３日）における平成２９年

度決算討論後の平成２９年度国立市下水道事業特別会計歳入歳出決算の表決を

不認定としており、表決を間違えたことに対して、深く反省を求める動議」が

提出され、成立し、１２月２２日（土）の本会議で、賛成多数で可決された。 

（６）会期を延長し休日に会議を開催すること及び会議時間の繰り上げについて 
   議事の都合により、会期を１日間延長すること及び休日に会議を開催すること

を１２月２１日（金）の本会議で諮り、会期を１２月２２日（土）まで延長する

ことに決定した。 
   なお、１２月２２日（土）の会議時間は議事の都合により、午前０時５分に繰

り上げて開くことを議長が宣告した。 
（７）陳情の継続審査について 

「陳情第３号ＪＲ東日本株式会社による国立駅南口開発に関する陳情（継続審査

分）」は、１２月２２日（土）の本会議において、議長が請願・陳情継続審査件名

表のとおり閉会中の継続審査とすることを諮り、異議なく可決された。 
 


