
会議結果について 

 平成２８年国立市議会第１回定例会は下記のとおりであったので、地方自治法第 

 １２３条第４項の規定により報告します。 

 

記 

 

１．平成２８年国立市議会第１回定例会 

２．開  会  平成２８年 ２月２５日（木） 

３．閉  会  平成２８年 ３月２４日（木） 

４．会  期  ２９日間 

５．議員の出欠 第１日  ２月２５日（木）  出席 ２２人、欠席０人 

        第２日  ２月２７日（土）  出席 ２２人、欠席０人 

        第３日  ２月２９日（月）  出席 ２２人、欠席０人 

        第４日  ３月 １日（火）  出席 ２２人、欠席０人 

        第５日  ３月 ２日（水）  出席 ２２人、欠席０人 

        第６日  ３月 ３日（木）  出席 ２２人、欠席０人 

第７日  ３月２３日（水）  出席 ２２人、欠席０人 

第８日  ３月２４日（木）  出席 ２２人 欠席０人 

６．審議件数 （１）長提出議案       ４７件 

       （２）議員提出議案        ３件 

       （３）請願・陳情        ３件（うち陳情３件） 

７．議決状況 （１）長提出議案       ４７件 

         ①原案可決          ４７件 

（２）議員提出議案        ３件 

         ①原案否決          ３件 

（３）請願・陳情        ３件（うち陳情３件） 

         ①不 採 択          ３件 

８．人事案件について 

（１）国立市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  無記名投票の結果、同意と決定した。（土 屋 眞 弓） 

    投票用紙配付枚数       ２１枚 

    投 票 総 数       ２１票 

    同 意       ２１票 

    不 同 意        ０票（うち白票０票） 

（２）国立市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  無記名投票の結果、同意と決定した。（近 藤   誠） 

    投票用紙配付枚数       ２１枚 

    投 票 総 数       ２１票 

    同 意       ２０票 

    不 同 意        １票（うち白票１票） 

９．会議録写（作成次第後送） 

10．議 案 写（別    添） 

11．議決結果 



番  号 件        名 議 決 月 日 議決結果 

第１号議案 国立市第５期基本構想案について ３月２３日 原案可決 

第２号議案 市道路線の廃止について ３月２３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 ３月２３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 

３月２３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 ３月２３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 

３月２３日 原案可決 

第７号議案 谷保の原風景保全基金条例案 ３月２３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 

３月２３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 ３月２３日 原案可決 

第１０号議案 国立市まちづくり条例案 ３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３日 原案可決 

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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３日 原案可決 

 

 



番  号 件        名 議 決 月 日 議決結果 

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 

３月２３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 

３月２３日 原案可決 

第２３号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変

更について 

２月２５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 

３月２３日 原案可決 

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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 ３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３日 原案可決 

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 

３月２３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 

３月２３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 

３月２３日 原案可決 

 



番  号 件        名 議 決 月 日 議決結果 

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 

３月２３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 

３月２４日 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 

３月２４日 原案可決 

第４４号議案 国立市人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて 

３月２４日 同 意 

第４５号議案 国立市人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて 

３月２４日 同 意 

第４６号議案 平成２７年度国立市一般会計補正

予算（第８号）案  

３月２４日 原案可決 

第４７号議案 平成２８年度国立市一般会計補正

予算（第２号）案  

３月２４日 原案可決 

議 員 提 出 

第１号議案 

証明書コンビニ交付の予算凍結を求める

決議案 

３月２４日 原案否決 

議 員 提 出 

第２号議案 

ＣＯＰ21パリ協定を踏まえ、国立市全域

の温室効果ガス削減目標値に基づく気候

変動対策を求める決議案 

３月２４日 原案否決 

議 員 提 出 

第３号議案 

国連女性差別撤廃委員会勧告を真摯に受

けとめ速やかな履行を求める意見書案 

３月２４日 原案否決 

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 

３月２４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 ３月２４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 

３月２３日 不 採 択 

12．その他 

（１）広聴委員会委員の選出について 

   ２月２５日（木）の本会議において、国立市議会広聴委員会規程第３条第１項の

規定により青木淳子議員を選出したことを議長が報告した。 

（２）予算特別委員会の設置及び正副委員長の選任について 

２月２５日（木）の本会議において、平成２８年度国立市一般会計及び特別会計

の５件の予算案が一括上程され、副市長から提案説明を受けた。その後、議長を除

いて構成する予算特別委員会を設置し、これに付託した。 

また、議長において委員長に大和議員、副委員長に高原議員を指名し、諮り、選

任した。 

（３）発言の取り消しについて 

３月２日（水）の本会議において、渡辺議員より口頭で、同日の一般質問の発言

について、一部発言取り消しの申し出があり、議長がこれを同日の本会議に諮り、

異議なく許可した。 



（４）発言取り消しの留保について 

   ３月２３日（水）の本会議において、上村議員の発言について、会議録を調査の

上不穏当発言があった場合には善処する旨を、議長が宣告した。 

（５）発言の取り消しについて 

３月２３日（水）の本会議において、重松議員より口頭で、同日の本会議の発言

について、一部発言取り消しの申し出があり、議長がこれを同日の本会議に諮り、

異議なく許可した。 


