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令和５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１５日 原案可決 

第２号議案 市道路線の認定について 建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

第３号議案 国立市地域福祉計画審議会条例案 福祉保険委員会 ３月１６日 原案可決 

第４号議案 国立市安心安全カメラの設置及び

運用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５号議案 国立市住民基本台帳ネットワーク

システムに係る個人情報の保護に

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６号議案 国立市手数料徴収条例の一部を改

正する条例案 

建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

第７号議案 国立市教育センター条例の一部を

改正する条例案 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第８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１６日 原案可決 

第９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１６日 原案可決 

第１０号議案 国立市家庭的保育事業等の設備及

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１６日 原案可決 

第１１号議案 国立市児童館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１２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１３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１６日 原案可決 

第１４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１５号議案 国立市中小企業事業資金融資あっ

せん条例の一部を改正する条例案 

建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

第１６号議案 国立市緊急事業資金融資あっせん

条例の一部を改正する条例案 

建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 

第１７号議案 令和４年度国立市一般会計補正予

算（第１２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１８号議案 令和４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１６日 原案可決 

第１９号議案 令和４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１６日 原案可決 

第２０号議案 令和４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１６日 原案可決 

第２１号議案 令和４年度国立市下水道事業会計

補正予算（第２号）案 

建設環境委員会 ３月１５日 原案可決 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

第２２号議案 令和５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２３号議案 令和５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２４号議案 令和５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２５号議案 令和５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２６号議案 令和５年度国立市下水道事業会計

予算案 

予算特別委員会 ３月１０日 原案可決 

第２７号議案 国立第二小学校改築工事（建築工

事）請負契約の締結について 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第２８号議案 国立第二小学校校舎改築工事（電

気設備工事）請負契約の締結につ

いて 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第２９号議案 国立第二小学校校舎改築工事（機

械設備工事）請負契約の締結につ

いて 

総務文教委員会 ３月１４日 原案可決 

第３０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３１号議案 国立市会計年度任用職員の報酬、

勤務条件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３２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３３号議案 令和４年度国立市一般会計補正予

算（第１３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 

令 和 ４ 年 

陳情第２８号 

国立市選挙管理委員会の不適切な

開票事務の徹底解明・再発防止を

求める陳情（継続審査分） 

総務文教委員会 ３月１４日 不 採 択 

陳情第１ 号 国立駅南口駅前広場ならびに旧国

立駅舎の市民活用上の問題解決に

関する陳情 

建設環境委員会 ３月１５日 採 択 



件       名 付託委員会  月  日 結  果 

陳情第２ 号 国立市における応急給水拠点は、

東京都水道局のホームページで確

認すると国立中給水所及び谷保給

水所であるが、どちらもＰＦＡＳ

の高濃度検出で現在取水を停止し

ている浄水施設であり、災害発生

時はＰＦＡＳで高濃度に汚染され

た水が応急給水拠点から配給され

るという事なのか確認を求めると

ともに、なぜ多摩地域の浄水施設

からＰＦＡＳの高濃度汚染が検出

されているのか、汚染原因・汚染源

特定に向け、スピード感を持って

原因追及するよう東京都に意見書

の提出を求める事に関する陳情 

建設環境委員会 ３月１５日 採 択 

陳情第３ 号 甲州街道から南プラザに向かう歩

道を、車いすの人でも安心して往

復できるように作りかえることを

求めることに関する陳情 

建設環境委員会 ３月１５日 採 択 

陳情第４ 号 健康保険証廃止とマイナンバーカ

ードへの一本化の中止を求める陳

情 

福祉保険委員会 ３月１６日 不 採 択 

陳情第５ 号 国立第二小学校改築事業の階層ス

ロープ設置の見直し及び設計ＶＥ

の導入を求める陳情 

総務文教委員会 ３月１４日 不 採 択 

 


