
令和元年 第３回定例会 提出議案一覧表 
 

当初議案 提案日：令和元年９月２日（８月26日議案発送） 

 
人 事 

議  案 担当課 提案内容 

議案第50・51号 

教育委員会委員の選任について 
職員課 

※任期満了に伴う選任（新任１人，再任１人） 

・任期：Ｒ元.12.22～Ｒ５.12.21（４年） 

議案第52号 

国分寺市公益監察員の選任について 
職員課 

※任期満了に伴う選任（再任１人） 

・任期：Ｒ元.10.１～Ｒ３.９.30（２年） 

 

条 例 

議  案 担当課 提案内容 

議案第53号 

国分寺市会計年度任用職員の報酬，

費用弁償及び期末手当に関する条例

について 

職員課 

※地方公務員法等の改正による会計年度任用職員制度の

導入に際し，報酬等の支給に関し必要な事項を定める

ため 

議案第54号 

地方公務員法及び地方自治法の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例について 

職員課 

※地方公務員法の改正による会計年度任用職員制度の創

設，嘱託職員制度の廃止等に伴い，関係条例の規定の

整備を行うため 

議案第55号 

職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例について 

職員課 

※地方公務員法の改正により同法の欠格条項から成年被

後見人及び被保佐人が削除されることに伴い，引用条

項の整理等を行うため 

議案第56号 

国分寺市消防団条例の一部を改正す

る条例について 

防災安全課 

※成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

い，消防団員の欠格事項から成年被後見人及び被保佐

人を削除するため 

議案第57号 

国分寺市印鑑条例及び国分寺市個人

情報保護条例の一部を改正する条例

について 

市民課 

※住民基本台帳法施行令の改正により住民票に旧氏の記

録が可能となることに伴い，旧氏を表す印鑑を登録の

対象に加え，オンライン結合による個人情報の提供項

目を整理するため 

議案第58号 

国分寺市特定教育・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につ

いて 

子ども若者 

計画課 

※特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準の改正に伴い，当該基準に合わせて，食事

の提供に要する費用の取扱い，代替保育の提供先及び

連携施設の確保に係る規定を整備するため 

議案第59号 

国分寺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

改正する条例について 

子ども若者 

計画課 

※家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正

に伴い，当該基準に合わせて，連携施設の確保及び食

事の提供体制に係る規定を整備するため 



議案第60号 

国分寺市立保育所設置条例の一部を

改正する条例について 

子ども 

子育て事業

課 

※国分寺市立しんまち保育園を民設民営化することに伴

い，同園を保育所の名称及び位置を定める別表から削

除するため 

議案第61号 

国分寺市特定教育・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につ

いて 

子ども 

子育て 

サービス課 

※子ども・子育て支援法施行令の改正による幼児教育・

保育の無償化に伴い，利用者負担額に係る規定を整備

するため 

議案第62号 

国分寺都市計画事業国分寺駅北口地

区第一種市街地再開発事業の施行に

関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

駅周辺整備

課 

※成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

い，市街地再開発審査会委員の欠格事由から成年被後

見人及び被保佐人を削除するため 

議案第63号 

国分寺市市道の構造の技術的基準に

関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

道路管理課 
※道路構造令の改正に伴い，市道における自転車通行帯

に係る規定等を整備するため 

議案第64号 

国分寺市有料自転車等駐車場条例の

一部を改正する条例について 

交通対策課 
※恋ヶ窪駅周辺の自転車駐車場４施設を段階的に廃止す

るため 

議案第65号 

国分寺市下水道事業の設置等に関す

る条例について 

下水道課 
※下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用し，

公営企業会計方式を導入するため 

議案第66号 

国分寺市廃棄物の処理及び減量並び

に再利用に関する条例の一部を改正

する条例について 

環境対策課 

※事業系一般廃棄物の処理手数料を改定するほか，廃棄

物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴う引用条項

の整理等を行うため 

 

 

補正予算 

議  案 担当課 提案内容 

議案第67号 

平成31年度国分寺市一般会計補正予

算（第３号） 

財政課 

補正前予算額 47,101,886千円 

補正額 49,208千円 

補正後予算額 47,151,094千円 

議案第68号 

平成31年度国分寺市一般会計補正予

算（第４号） 

財政課 

補正前予算額 47,151,094千円 

補正額 1,232,737千円 

補正後予算額 48,383,831千円 

議案第69号 

平成31年度国分寺都市計画事業国分

寺駅北口地区第一種市街地再開発事

業特別会計補正予算（第１号） 

駅周辺整備

課 

補正前予算額 1,460,268千円 

補正額 9,351千円 

補正後予算額 1,469,619千円 



議案第70号 

平成31年度国分寺市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号） 

保険年金課 

補正前予算額 10,865,416千円 

補正額 187,137千円 

補正後予算額 11,052,553千円 

議案第71号 

平成31年度国分寺市介護保険特別会

計補正予算（第２号） 

高齢福祉課 

補正前予算額 8,788,108千円 

補正額 272,294千円 

補正後予算額 9,060,402千円 

議案第72号 

平成31年度国分寺市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号） 

保険年金課 

補正前予算額 2,890,785千円 

補正額 17,539千円 

補正後予算額 2,908,324千円 

議案第73号 

平成31年度国分寺市下水道事業特別

会計補正予算（第１号） 

下水道課 

補正前予算額 2,700,138千円 

補正額 43,393千円 

補正後予算額 2,743,531千円 

 

道 路 

議  案 担当課 提案内容 

議案第74号 

市道路線の認定について 
道路管理課 

※市道南314号線の認定 

・所在：東元町二丁目地内 

・幅員：4.00ｍ  延長：129.00ｍ 

 

指定管理者 

議  案 担当課 提案内容 

議案第75号 

指定管理者の指定の期間の変更につ

いて 

交通対策課 

※３施設について，H30.４.１～Ｒ２.３.31の指定期間を

変更するため 

施設名：恋ヶ窪駅西自転車駐車場 

変更指定期間：H30.４.１～Ｒ２.４.30 

施設名：恋ヶ窪駅東自転車駐車場  

変更指定期間：H30.４.１～Ｒ２.６.12 

施設名：恋ヶ窪駅第２自転車駐車場 

変更指定期間：H30.４.１～Ｒ２.７.31 

 

その他 

議  案 担当課 提案内容 

議案第76号 

財産の無償譲渡について 

子ども子育

て事業課 

※国分寺市立しんまち保育園の民設民営化に伴い，園舎

を無償譲渡するため 

所 在：国分寺市新町一丁目７番地11 

構 造：鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 

床面積：651.76㎡ 

譲渡先：社会福祉法人清心福祉会 

 

 

 

 



追加議案 提案日：令和元年９月２日（９月２日議案発送） 

 
追加議案（決算） 

議  案 担当課 提案内容 

議案第77号 

平成30年度国分寺市一般会計歳入歳

出決算の認定について 

情報管理課 

歳入決算額     46,320,259,844 円 

歳出決算額     45,031,529,704 円 

歳入歳出差引残額   1,288,730,140 円 

議案第78号 

平成30年度国分寺市土地取得特別会

計歳入歳出決算の認定について 

情報管理課 

歳入決算額       170,774,500 円 

歳出決算額        170,774,500 円 

歳入歳出差引残額               0 円 

議案第79号 

平成30年度国分寺都市計画事業国分

寺駅北口地区第一種市街地再開発事

業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

情報管理課 

歳入決算額      1,568,029,784 円 

歳出決算額      1,558,678,218 円 

歳入歳出差引残額       9,351,566 円 

議案第80号 

平成30年度国分寺市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定について 

情報管理課 

歳入決算額     11,284,579,795 円 

歳出決算額     11,105,473,168 円 

歳入歳出差引残額     179,106,627 円 

議案第81号 

平成30年度国分寺市介護保険特別会

計歳入歳出決算の認定について 

情報管理課 

歳入決算額      8,481,238,558 円 

歳出決算額      8,206,203,570 円 

歳入歳出差引残額     275,034,988 円 

議案第82号 

平成30年度国分寺市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

情報管理課 

歳入決算額      2,904,116,019 円 

歳出決算額      2,881,231,686 円 

歳入歳出差引残額      22,884,333 円 

議案第83号 

平成30年度国分寺市下水道事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

情報管理課 

歳入決算額      2,824,934,827 円 

歳出決算額      2,770,118,487 円 

歳入歳出差引残額      54,816,340 円 

 

追加議案 提案日：令和元年９月20日（９月20日議案発送） 

 
契 約 

議  案 担当課 提案内容 

議案第84号 

工事請負契約の一部変更について 
契約管財課 

※けやき運動場人工芝化及びバリアフリー化等改修工事

（ゼロ債務）について，公共工事設計労務単価の改定

等に伴い，金額に変更が生じたため  

議案第85号 

工事請負契約の一部変更について 
契約管財課 

※（仮称）国分寺駅北口地下自転車駐車場整備工事につ

いて，公共工事設計労務単価の改定等に伴い，金額に

変更が生じたため 

 

 


