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委 員 会 審 査 報 告 書 

 

平成３０年国立市議会第４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６７号議案 市道路線の廃止について 建設環境委員会 １２月１３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 

総務文教委員会 １２月１２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 

福祉保険委員会 １２月１４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 

福祉保険委員会 １２月１４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 

総務文教委員会 

建設環境委員会 

福祉保険委員会 

１２月１２日

１２月１３日 

１２月１４日 

原案可決

原案可決 

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 

福祉保険委員会 １２月１４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 

建設環境委員会 １２月１３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 

福祉保険委員会 １２月１４日 原案可決 

 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

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 

福祉保険委員会 １２月１４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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３日 原案可決 

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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３日 原案可決 

 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

建設環境委員会 １２月１３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 

総務文教委員会 １２月１２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 

総務文教委員会 １２月１２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 

総務文教委員会 １２月１２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 

総務文教委員会 １２月１２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 

議会運営委員会 １２月１１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 

福祉保険委員会 １２月１４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 

福祉保険委員会 １２月１４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 

建設環境委員会 １２月１３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 

総務文教委員会 １２月１２日 採 択 

 


