
委 員 会 審 査 報 告 書 

 

平成２８年国立市議会第１回定例会において、本委員会に付託された事

件の審査の結果を、下記のとおり会議規則第７０条の規定により報告しま

す。  

 

                記  

 

件       名 付託委員会  月  日 結  果 

第１号議案 国立市第５期基本構想案に

ついて 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第２号議案 市道路線の廃止について 建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

第３号議案 国立市行政不服審査法施行

条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第４号議案 行政不服審査法の施行等に

伴う関係条例の整備に関す 

る条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第５号議案 国立市健全な財政運営に関

する条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第６号議案 国立市これからの公共施設

の在り方審議会条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第７号議案 谷保の原風景保全基金条例

案 

建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

第８号議案 国立市消費生活センターの

組織及び運営等に関する条 

例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第９号議案 国立市農業振興計画審議会

条例案 

建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

第１０号議案 国立市まちづくり条例案 建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

第１１号議案 国立市人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の

一部を改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第１２号議案 職員の分限に関する手続お

よび効果に関する条例の一 

部を改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第１３号議案 職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例の一部を

改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

第１４号議案 国立市議会の議員その他非

常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部を改

正する条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第１５号議案 国立市市税賦課徴収条例の

一部を改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第１６号議案 国立市立中学校の施設の開

放に関する条例の一部を改 

正する条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第１７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 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第１８号議案 国立市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条

例案 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第１９号議案 国立市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一

部を改正する条例案 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第２０号議案 国立市保健センター条例の

一部を改正する条例案 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第２１号議案 元気なくにたち健康づくり

審議会条例の一部を改正す 

る条例案 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第２２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 

福祉保険委員会 

 

３月１６日 原案可決 

第２４号議案 平成２７年度国立市一般会

計補正予算（第６号）案 

総務文教委員会 

建設環境委員会 

福祉保険委員会 

３月１４日 

３月１５日 

３月１６日 

原案可決 

原案可決 

原案可決 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

第２５号議案 平成２７年度国立市国民健 

康保険特別会計補正予算 

（第３号）案 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第２６号議案 平成２７年度国立市下水道

事業特別会計補正予算 

（第４号）案 

建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

第２７号議案 平成２７年度国立市介護保

険特別会計補正予算 

（第５号）案 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第２８号議案 平成２７年度国立市後期高

齢者医療特別会計補正予算 

（第３号）案 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第２９号議案 平成２８年度国立市一般会

計予算案 

予算特別委員会 ３月 ９日 原案可決 

第３０号議案 平成２８年度国立市国民健

康保険特別会計予算案 

予算特別委員会 ３月１０日 原案可決 

第３１号議案 平成２８年度国立市下水道

事業特別会計予算案 

予算特別委員会 ３月１０日 原案可決 

 

第３２号議案 平成２８年度国立市介護保

険特別会計予算案 

予算特別委員会 ３月１０日 原案可決 

第３３号議案 平成２８年度国立市後期高

齢者医療特別会計予算案 

予算特別委員会 ３月１０日 原案可決 

第３４号議案 国立市一般職の任期付職員

の採用及び給与の特例に関

する条例の一部を改正する

条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第３５号議案 職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第３６号議案 市長等の給与および旅費に 

関する条例の一部を改正す 

る条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第３７号議案 平成２７年度国立市一般会

計補正予算（第７号）案 

総務文教委員会 

建設環境委員会 

福祉保険委員会 

３月１４日 

３月１５日 

３月１６日 

原案可決 

原案可決 

原案可決 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

第３８号議案 平成２７年度国立市国民健

康保険特別会計補正予算 

（第４号）案 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第３９号議案 平成２７年度国立市下水道

事業特別会計補正予算 

（第５号）案 

建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

第４０号議案 平成２７年度国立市介護保

険特別会計補正予算 

（第６号）案 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第４１号議案 平成２７年度国立市後期高

齢者医療特別会計補正予算 

（第４号）案 

福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第４２号議案 平成２８年度国立市一般会

計補正予算（第１号）案 

総務文教委員会 

建設環境委員会 

福祉保険委員会 

３月１４日 

３月１５日 

３月１６日 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

第４３号議案 平成２８年度国立市下水道

事業特別会計補正予算 

（第１号）案 

建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

陳情第１号 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

窓口などの設置を求める陳

情 

福祉保険委員会 ３月１６日 不 採 択 

陳情第２号 国立駅近くに駐輪場設置を

求める陳情 

建設環境委員会 ３月１５日 不 採 択 

陳情第３号 国民健康保険税の値上げ見

直しを求める陳情 

福祉保険委員会 ３月１６日 不 採 択 

 

 


