
委 員 会 審 査 報 告 書 

 

平成２９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 市道路線の廃止について 建設環境委員会 ３月１４日 原案可決 

第２号議案 国立駅周辺道路等整備事業

の委託に関する施行協定 

（第１期）について 

建設環境委員会 ３月１４日 原案可決 

第３号議案 （仮称）国立市文化芸術振

興条例検討委員会条例案 

総務文教委員会 ３月１３日 原案可決 

第４号議案 国立駅周辺公共施設整備審

議会条例案 

建設環境委員会 ３月１４日 原案可決 

第５号議案 国立市議会議員及び国立市

長の選挙における選挙運動 

の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１３日 原案可決 

第６号議案 国立市組織条例の一部を改

正する条例案 

総務文教委員会 ３月１３日 原案可決 

第７号議案 国立市個人情報保護条例の

一部を改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１３日 原案可決 

第８号議案 国立市住民基本台帳の閲覧

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１３日 原案可決 

第９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１３日 原案可決 

第１０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１３日 原案可決 

第１１号議案 国立市職員の育児休業等に 

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１３日 原案可決 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

第１２号議案 国立市非常勤特別職職員の

報酬および費用弁償に関す 

る条例の一部を改正する条

例案 

総務文教委員会 ３月１３日 原案可決 

第１３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１３日 原案可決 

第１４号議案 国立市市税賦課徴収条例等

の一部を改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１３日 原案可決 

第１５号議案 くにたち市民総合体育館条

例の一部を改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１３日 原案可決 

第１６号議案 くにたち市民芸術小ホール

条例の一部を改正する条例 

案 

総務文教委員会 ３月１３日 原案可決 

第１７号議案 国立市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営の基準

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１５日 原案可決 

第１８号議案 国立市学童保育所条例の一

部を改正する条例案 

福祉保険委員会 ３月１５日 原案可決 

第１９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１５日 原案可決 

第２０号議案 国立市こどもの医療費の助

成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１５日 原案可決 

第２１号議案 国立市ひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例の 

一部を改正する条例案 

福祉保険委員会 ３月１５日 原案可決 

第２２号議案 国立市介護保険条例の一部

を改正する条例の一部を改

正する条例案 

福祉保険委員会 

 

３月１５日 原案可決 

第２３号議案 国立市自転車安全利用促進

条例の一部を改正する条例 

案 

建設環境委員会 ３月１４日 原案可決 

第２４号議案 平成２８年度国立市一般会

計補正予算（第８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１３日 

３月１４日 

３月１５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２８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１５日 原案可決 

第２６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３号）案 

建設環境委員会 ３月１４日 原案可決 

第２７号議案 平成２８年度国立市介護保

険特別会計補正予算 

（第３号）案 

福祉保険委員会 ３月１５日 原案可決 

第２８号議案 平成２８年度国立市後期高 

齢者医療特別会計補正予算 

（第１号）案 

福祉保険委員会 ３月１５日 原案可決 

第２９号議案 平成２９年度国立市一般会

計予算案 

予算特別委員会 ３月 ８日 原案可決 

第３０号議案 平成２９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 ９日 原案可決 

第３１号議案 平成２９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 ９日 原案可決 

 

第３２号議案 平成２９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 ９日 原案可決 

第３３号議案 平成２９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 ９日 原案可決 

陳情第１号 精神障害者も心身障害者医

療費助成制度（マル障）の

対象とすることについての

陳情 

福祉保険委員会 ３月１５日 採 択 

陳情第２号 「家庭ごみの有料化」は一

旦止めて徹底して市民の意

見を聞いた上で見直すこと

を求める陳情 

建設環境委員会 ３月１４日 不 採 択 

陳情第３号 国立市公立保育園民営化に

対する保護者要望に関する

陳情 

福祉保険委員会 ３月１５日 不 採 択 

陳情第４号 日本軍「慰安婦」問題に対

する国の誠実な対応を求め

る意見書の見直しを求める

陳情 

総務文教委員会 ３月１３日 採 択 

 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

陳情第５号 人身取引議定書締結のため

に国内の諸法律の整備を求

める意見書提出を求める陳

情 

総務文教委員会 ３月１３日 不 採 択 

 


