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５月18日
（火）
、第２回臨時会が開催され、
正副議長・常任委員会委員等の改選が行われました

選挙結果

議

長

【議 長】青木 健 11票、 藤田 貴裕 10票
【副議長】藤田 貴裕 21票

あお き

就任のあいさつ

けん

青木 健

副議長

臨時会において多くの議員の
ご支援により議長の職を拝命い
たしました。
新型コロナウイルス感染拡大
による、まん延防止等重点措置
や 非 常 事 態 宣 言 が 発 令 され る
中、なかなか皆さま方と直接お
会いしご意見を伺うことはでき
ませんが、これからも皆さまに
開かれた議会をめざし誠心誠意
頑張ってまいることをお誓い申
し上げます。

市長提出議案

その他

第34号

人事

第35号

会派略称

ふじ た

たかひろ

藤田 貴裕

市民一人ひとりの人権が尊重
され、平和な生活を送ることが
できるよう、住民福祉の向上に
取り組みます。
市長部局との政策競争、市長
部局への政策提案や、男女共同
参画社会の実現にむけた対応を
行います。多様な意見が政策に
反映できるよう、市民の皆さま
との対話を心がけてまいります
ので、どうぞよろしくお願いい
たします。

令和3年第2回臨時会
議案
番号

◀5月17日（月）、議長選挙にむけて、
青木健、藤田貴裕の両議員が
所信表明を行いました。

令和3
（2021）年5月18日
件

名

専決処分事項の報告及び承認について
（国立市市税賦課徴収条例等の一部改正）
国立市教育委員会教育長の任命に伴う
同意について

各会派の議案への賛否
概

要

〇：賛成

×：反対

会派名（人数は議長を除く数）

自 風 共 公 新 立 こ み 樹 耕
3 4 3 3 2 1 1 1 1 1

［主な内容］宅地等及び農地の負担調整措置の継
続及び固定資産税額の据え置き、住宅ローン控 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
除の特例の延長等
雨宮 和人氏
【任期：令和3
（2021）
年5月24日～
令和6
（2024）
年5月23日】

無記名投票(投票総数20票)
同意15票 不同意5票(うち白票5票)

議決
結果
承 認
同 意

自＝自由民主党（遠藤直弘・青木健（議長）
・石井伸之・髙柳貴美代）風＝社民・ネット・緑と風
（藤田貴裕・古濱薫・重松朋宏・関口博）
共＝日本共産党（高原幸雄・住友珠美・柏木洋志）公＝公明党
（小口俊明・青木淳子・香西貴弘）新＝新しい議会（藤江竜三・石井めぐみ）
立＝立憲民主党（稗田美菜子） こ＝こぶしの木
（上村和子） み＝みらいのくにたち
（望月健一） 樹＝樹木の会（石塚陽一） 耕＝耕す未来＠くにたち（小川宏美）

本会議、常任委員会及び予算・決算特別委員会は、インターネット中継（ライブ・録画）を行っています。どうぞ、ご覧ください。 国立市議会 中継
－この広報紙は再生紙を使用しています－
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新しい常任委員会等の構成
総務文教委員会

建設環境委員会

政策や行政経営、職員給与や入札など
の行政管理、税金、防災、学校、社会
教育、スポーツ、教育委員会、選挙、
監査、オンブズマンに関することなど
を審査します。

まちづくりや道路の建設・管理、景観、
公園や緑の維持管理、地球温暖化やご
み減量などの環境政策、上下水道、労
働、商業や農業に関することなどを審
査します。

◎遠藤 直弘

福祉保険委員会

○重松 朋宏

議会報告会や市民の意見を聴く会を運
営するなど、議会の政策形成につなげ
ます。

石井 めぐみ

（いしづか よういち）

（いしい めぐみ）

小川 宏美

（うえむら かずこ）

香西 貴弘

広聴委員会

（あおき じゅんこ）

石塚 陽一

上村 和子

高原 幸雄

青木 淳子

（ふじた たかひろ）

（ひえだ みなこ）

○石井 めぐみ

（こはま かおる）

藤田 貴裕

稗田 美菜子

◎古濱 薫

古濱 薫

（せきぐち ひろし）

（ふじえ りゅうぞう）

青木 淳子

くにたち市議会だよりや市議会ホームペ
ージなど、議会の情報発信を担当します。

（たかやなぎ きみよ）

関口 博

藤江 竜三

柏木 洋志

広報委員会

髙柳 貴美代

（あおき けん）

（こぐち としあき）

藤江 竜三

（いしい のぶゆき）

青木 健

小口 俊明

古濱 薫

○石井 伸之

（かしわぎ ひろし）

（たかはら ゆきお）

○稗田 美菜子

（すみとも たまみ）

○柏木 洋志

高原 幸雄

◎髙柳 貴美代

◎住友 珠美

（こうざい たかひろ）

（しげまつ ともひろ）

議会運営に関することや議会内のルール、
議長が諮問したことを審査します。

国民健康保険、健康、介護保険、高齢
者福祉、しょうがいしゃ福祉、子ども・
子育て、青少年政策に関することなど
を審査します。

◎香西 貴弘

（えんどう なおひろ）

議会運営委員会

◎重松 朋宏

○住友 珠美

石井 伸之

小口 俊明

望月 健一

（おがわ ひろみ）

（もちづき けんいち）

◎委員長

〇副委員長

市の外郭団体の評議員

他市と共同で運営する広域連合の議員

市が出資した団体です。
国立市土地開発公社

市町村の行政サービスの一部を広域的に運営する地方公共団体です。
構成自治体で選挙された独自の議会を持ちます。
東京都後期高齢者医療広域連合議会
東京都62区市町村が加入して、75歳以上の高齢者の医療制度を運営しています。
髙柳 貴美代

市に代わって、公共用地を先行取得し、管理します。

石井 伸之、髙柳 貴美代、遠藤 直弘、関口 博、古濱 薫
高原 幸雄、柏木 洋志、青木 淳子、香西 貴弘、石井 めぐみ

他市との協議会の委員等

市の審議会の委員 市長の下にある附属機関です。

特定のテーマについて、市町村や議会の間で協議する機関です。

市長の下にある附属機関です。
国立市都市計画審議会

東京都三多摩地区消防運営協議会

東京都への消防委託費を決定し、都の消防計画に意見を出します。

法律に基づき、市の都市計画の案を調査・審議します。

石井 伸之、重松 朋宏、関口 博、住友 珠美、小口 俊明

他市と共同で運営する一部事務組合議会の議員
市町村の一部の事務を共同で運営する地方公共団体（組合）です。
構成する市町村の議会から選ばれた組合議会があります。
東京たま広域資源循環組合議会
多
 摩地域の25市１町共同で、日の出町にあるごみ処分場の運営やエコセメント事

青木 健

全国高速自動車道市議会協議会
高速道路の建設促進と沿線市共通の課題の解決策を協議します。
青木 健
三多摩上下水及び道路建設促進協議会

上水道、下水道、道路建設を関係機関に働きかけます。

理事：青木 健

第2委員会（下水道）：柏木 洋志

第1委員会
（上水道）
：小川 宏美
第3委員会
（道路）
：石塚 陽一

三鷹・立川間立体化複々線促進協議会

業を行っています。

中央線の高架化と複々線化を関係機関に働きかけます。

立川・昭島・国立聖苑組合議会
３市共同で、立川市にある火葬場を運営しています。
石井 伸之、望月 健一

多摩地域都市モノレール等建設促進協議会
多摩地域の都市モノレール等の建設促進を関係機関に働きかけます。
青木 健、香西 貴弘

多摩川衛生組合議会
国立・狛江・府中・稲城の４市で、稲城市にあるごみ焼却場を運営しています。
遠藤 直弘、古濱 薫、柏木 洋志、香西 貴弘

多摩川架橋及び関連道路整備促進協議会
多摩川にかかる橋や関連道路整備を関係機関に働きかけます。
青木 健

関口 博

編

集

青木 健、香西 貴弘

後

記

掲載記事の訂正とお詫び

広報委員会

議員の任期も後半２年に入り、今号から
新しいメンバー４名で市議会だよりを発行
してまいります。市議会を身近に感じてい
ただけるような見やすい紙面づくり、わか
りやすい記事の作成に努めてまいりますの
で、ご愛読いただけましたら幸いです。
◎古濱 薫 香西 貴弘 〇石井 めぐみ 高原 幸雄

令和３（2021）年５月５日発行「くにたち市議会だより」No.256号の記事中において誤
りがありました。市民の皆さま、関係各位に心よりお詫び申し上げます。今後は記事内容
を十分に確認し、正確な情報提供に努めてまいります。
箇所
１ページ「今号のトピックス」
２ページ上段

正

誤

【第19号議案】国立市道における道 【第５号議案】国立駅周辺道路等整
路構造の技術的基準に関する条例 備事業の委託に関する施行協定
の一部を改正する条例案
（第１期）
の変更について

３ページトピックスマークの位置 第19号

第５号

