
委 員 会 審 査 報 告 書 

 

平成３０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６８条及び第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 国立市文化芸術条例案 総務文教委員会 ３月１５日 原案可決 

第２号議案 国立市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関 

する基準を定める条例案 

福祉保険委員会 ３月１９日 原案可決 

第３号議案 国立市生産緑地地区に定め

ることができる区域の規模 

に関する条件を定める条例

案 

建設環境委員会 ３月１６日 原案可決 

第４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１５日 原案可決 

第５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１９日 原案可決 

第６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１９日 原案可決 

第７号議案 国立市介護保険条例の一部

を改正する条例案 

福祉保険委員会 ３月１９日 原案可決 

第８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１９日 原案可決 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

第９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１９日 原案可決 

第１０号議案 国立市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並び 

に指定介護予防支援等に係

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１９日 原案可決 

第１１号議案 国立市国民健康保険条例の 

一部を改正する条例案 

福祉保険委員会 ３月１９日 原案可決 

第１２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１９日 原案可決 

第１３号議案 国立市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する 

条例案 

福祉保険委員会 ３月１９日 原案可決 

第１４号議案 国立市ホテル建築規制に関

する条例の一部を改正する 

条例案 

建設環境委員会 ３月１６日 原案可決 

第１５号議案 国立市地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関す

る条例の一部を改正する条

例案 

建設環境委員会 ３月１６日 原案可決 

第１６号議案 国立市都市公園条例の一部

を改正する条例案 

建設環境委員会 ３月１６日 原案可決 

第１９号議案 平成２９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１５日 

３月１６日 

３月１９日 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

第２０号議案 平成２９年度国立市国民健 

康保険特別会計補正予算 

（第２号）案 

福祉保険委員会 ３月１９日 原案可決 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

第２１号議案 平成２９年度国立市下水道

事業特別会計補正予算 

（第２号）案 

建設環境委員会 ３月１６日 原案可決 

第２２号議案 平成２９年度国立市介護保

険特別会計補正予算 

（第４号）案 

福祉保険委員会 ３月１９日 原案可決 

第２３号議案 平成２９年度国立市後期高 

齢者医療特別会計補正予算 

（第２号）案 

福祉保険委員会 ３月１９日 原案可決 

第２４号議案 平成３０年度国立市一般会

計予算案 

予算特別委員会 ３月１２日 原案可決 

第２５号議案 平成３０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１３日 原案可決 

第２６号議案 平成３０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１３日 原案可決 

 

第２７号議案 平成３０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１３日 原案可決 

第２８号議案 平成３０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１３日 原案可決 

第２９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１５日 原案可決 

第３０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１５日 原案可決 

第３１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１５日 原案可決 

第３２号議案 国立市職員退職手当支給条

例の一部を改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１５日 原案可決 

第３３号議案 平成２９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１５日 

３月１６日 

３月１９日 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

第３４号議案 平成２９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１９日 原案可決 

 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

第３６号議案 平成２９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１９日 原案可決 

第３７号議案 平成２９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１９日 原案可決 

陳情第１号 機構法２５条４項「家賃の

減免」実施と居住者合意の

「団地別整備方針書」策定

にかんする意見書提出を求

める陳情 

建設環境委員会 ３月１６日 不 採 択 

陳情第２号 東京都多摩障害者スポーツ

センターの一時休止の間の 

代替措置に関する陳情 

総務文教委員会 ３月１５日 採 択 

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 

建設環境委員会 ３月１６日 継続審査 

 


