平成 24 年 第４回定例会 提出議案一覧表
当初議案 提案日：平成24年11月28日（11月21日議案発送）
専決処分 ２件
議

案

担当課

提案内容

議案第113号
専決処分について

財政課

○都知事選挙の執行に係る経費について，予算計上を行
う必要があるため。
【平成24年度国分寺市一般会計補正予算（第３号）】

議案第114号
専決処分について

財政課

○衆議院議員選挙の執行に係る経費について，予算計上
を行う必要があるため。
【平成24年度国分寺市一般会計補正予算（第４号）】

担当課

提案内容

人 事 ５件
議

案

議案第115号
副市長の選任について
議案第116号
教育委員会委員の選任について
議案第117号～119号
国分寺市職員倫理審査会委員の選任

職員課

○任期満了に伴う選任（再任１人）
・任期：H25.１.１～H28.12.31（４年）

職員課

○任期満了に伴う選任（新任１人）
・任期：H25.２.１～H29.１.31（４年）

職員課

○任期満了に伴う選任（再任３人）
・任期：H25.１.１～H26.12.31（２年）

ついて

条 例 21件
議

案

議案第120号
国分寺市営住宅条例の一部を改正す

担当課

提案内容

総務課

○地域主権改革推進一括法による公営住宅法の改正に伴
い，収入基準の金額を入れ，規定を整理する必要があ
るため。

職員課

○地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律
に基づく任期を定めた職員を採用することにより，有為
な人材を効率的に配置する必要があるため。

る条例について
議案第121号
国分寺市一般職の任期付職員の採用
に関する条例について
議案第122号
国分寺市消防団条例の一部を改正す くらしの安全課
る条例について
議案第123号
国分寺市暴力団排除条例の一部を改 くらしの安全課
正する条例について
議案第124号
国分寺市市税賦課徴収条例の一部を

正する条例について

○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の改
正に伴い，文言を整理する必要があるため。

課税課

○地方税法等の改正に伴い，市民税の申告等の規定を整備
する必要がある。

経済課

○戸倉市民農園の１区画面積及び使用料を改正する必要が
あるため。

改正する条例について
議案第125号
国分寺市立市民農園条例の一部を改

○消防団員の欠員を解消するため，入団条件を緩和する
必要があるため。
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議案第126号
○犯罪被害者等基本法が定める地方公共団体の責務に基
国分寺市犯罪被害者等支援条例につ 男女平等人権課
づき，市の支援策を定める必要があるため。
いて
議案第127号
国分寺市障害者センター条例の一部 障害者相談室
を改正する条例について
議案第128号
国分寺市国民健康保険条例の一部を
改正する条例について

保険課

○地方税法の改正に伴い，処分の際の理由付記を行う必要
があるため。

介護保険課

○地域主権改革推進一括法による介護保険法の改正に伴
い，介護保険指定地域密着型サービスに関する基準を
定める必要があるため。

介護保険課

○地域主権改革推進一括法による介護保険法の改正に伴
い，介護保険指定地域密着型介護予防サービスに関す
る基準を定める必要があるため。

議案第129号
国分寺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

○障害者自立支援法が改正されたことに伴い，従来の業務
を再編成し相談支援業務等を行うため，障害者センタ
ーの業務内容を定める必要があるため。

基準を定める条例について
議案第130号
国分寺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
条例について

○平成22年度税制改正における16歳未満の扶養親族に係
る扶養控除等の廃止に伴い，保育費徴収基準額表の住
保育課
民税額の規定を改めるとともに，就学前の子どもに関
する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律
改正する条例について
の改正に伴い文言等を整理する必要があるため。
○平成22年度税制改正における16歳未満の扶養親族に係
議案第132号
る扶養控除等の廃止に伴い，学童クラブ費徴収基準額
国分寺市立学童保育所条例の一部を 子育て支援課
表の住民税額の規定を改めるとともに，第一・第二東
元町学童保育所において，平成25年４月１日から指定
改正する条例について
管理による運営を開始する必要があるため。
議案第133号
○もとまち児童館において，平成25年４月１日から指定
国分寺市立児童館条例の一部を改正 子育て支援課
管理による運営を開始する必要があるため。
する条例について
議案第131号
国分寺市保育費等徴収条例の一部を

ごみ対策課

○家庭ごみ有料化等にかかる規定の整備，し尿手数料の改
定を行う必要があり，また，地域主権改革推進一括法
による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴
い，一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格に
関する基準を定める必要があるため。

下水道課

○地域主権改革推進一括法による下水道法の改正に伴
い，公共下水道の構造に関する技術的基準を定める必
要があるため。

都市計画課

○建築基準法施行令の改正に伴い，文言を整理する必要
があるため。

建築指導課

○都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い発生
する認定業務について手数料を徴収する必要があるた
め。

議案第134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
議案第135号
国分寺市下水道条例の一部を改正す
る条例について
議案第136号
国分寺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
改正する条例について
議案第137号
国分寺市事務手数料条例の一部を改
正する条例について
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議案第138号
国分寺市立公園条例の一部を改正す 緑と水と公園課

○市立公園「北町はなみずき公園」（北町4-7-9）を新設
する必要があり，また，地域主権改革推進一括法によ
る都市公園法の改正に伴い，都市公園及び公園施設の
設置基準を定める必要があるため。

る条例について
議案第139号
国分寺市移動円滑化のために必要な

○地域主権改革推進一括法による高齢者，障害者等の移
動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い，移動
緑と水と公園課
等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する
特定公園施設に関する基準を定める
基準を定める必要があるため。
条例について
議案第140号
国分寺駅北口地区第一種市街地再開
発事業特定建築者選定審査委員会設

国分寺駅
周辺整備課

○国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業を推進するに
当たり，都市再開発法第99条の２に定める特定建築者を
公正・公平に選定する必要があるため。

担当課

提案内容

置条例について

補正予算 ４件
議

案

議案第141号
平成24年度国分寺市一般会計補正予
算(第５号)

財政課

補正前予算額
補正額
補正後予算額

397億0,143万9 千円
4億8,053万4 千円
401億8,197万3 千円

国分寺駅
周辺整備課

補正前予算額
補正額
補正後予算額

92億2,499万5 千円
1億4,287万4 千円
93億6,786万9 千円

保険課

補正前予算額
補正額
補正後予算額

107億2,216万2 千円
5,281万3 千円
107億7,497万5 千円

介護保険課

補正前予算額
補正額
補正後予算額

62億6,793万5 千円
1,974万0 千円
62億8,767万5 千円

議案第142号
平成24年度国分寺市国分寺駅北口地
区第一種市街地再開発事業特別会計
補正予算(第３号)
議案第143号
平成24年度国分寺市国民健康保険特
別会計補正予算（第３号）
議案第144号
平成24年度国分寺市介護保険特別会
計補正予算（第２号）

契 約 １件
議

案

担当課

提案内容
○市立ひかり保育園本園舎建設工事（建築）に当たり，

議案第145号
工事請負契約について

予定価格が150,000,000円以上であるため，議会の議決
に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

総務課

に基づき，議決を求める必要があるため。

指定管理者の指定 ２件
議

案

担当課

提案内容
施設名：市立第一・第二東元町学童保育所，

議案第146号
指定管理者の指定について

市立もとまち児童館
子育て支援課 指定の期間：H25.4.1～H30.3.31（５年間）
選定方法：公募による選定
指定管理者：特定非営利活動法人ワーカーズコープ
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議案第147号

文化の

指定管理者の指定について

施設名：市立国分寺Ｌホール
指定の期間：H25.2.8～H28.2.7（３年間）

まちづくり課 選定方法：公募によらない選定
指定管理者：公益社団法人国分寺市シルバー人材センター

その他 １件
議

案

議案第148号
国分寺市専用水道事務等の事務委託

担当課

提案内容

健康推進課

○地域主権改革推進一括法により平成25年４月から水道
業務の一部が市へ権限移譲されることに伴い，都と規

に関する規約締結について

約を締結する必要があるため。

追加議案 提案日：平成24年11月28日（11月28日議案発送）
その他 １件
議

案

議案第149号
損害賠償請求調停申立事件に係る和解

担当課

提案内容

道路管理課

○本町四丁目臨時自転車駐車場の公金横領に係る損害賠
償請求調停申立事件に関し，和解する協議が整ったの

について

で，議会の議決を得る必要があるため。

指定管理者の指定 ２件
議

案

担当課

提案内容
施設名：国立駅北口自転車駐車場

議案第150号
指定管理者の指定について

道路管理課

指定の期間：H25.4.1～H28.3.31（３年間）
選定方法：公募による選定
指定管理者：ＯＤＳ・ＭiＤＩコミュニティ国分寺
施設名：国分寺市体育施設（８施設）
指定の期間：H25.4.1～H30.3.31（５年間）

議案第151号

社会教育・

指定管理者の指定について

スポーツ振興課 選定方法：公募による選定
指定管理者： 日本管財・ＴＡＣ共同事業体

追加議案 提案日：平成24年12月４日（12月４日議案発送）
条 例 ２件
議

案

担当課

○「使用料・手数料の適正化方針」に基づく検討の結
果，改正する必要があり,また，地域主権改革推進一括

議案第152号
国分寺市事務手数料条例の一部を改
正する条例について

提案内容

法による社会福祉法人の認可事務等の移譲に伴い，社
会福祉法人定款準則に基づく理事証明及び租税特別措置

政策経営課

法等に基づく税額控除証明の発行手数料を定める必要が
あるため。【議案第89号撤回後，再提案】
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議案第153号
職員の給与に関する条例の一部を改

職員課

○平成24年度の職員の給与を改定する必要があるため。

正する条例について

追加議案 提案日：平成24年12月21日（12月21日議案発送）
条 例 ２件
議

案

担当課

提案内容

議案第154号

○ 犯罪被害者等基本法が定める地方公共団体の責務に基
国分寺市犯罪被害者等支援条例につ 男女平等人権課
づき，市の支援策を定める必要があるため。【議案第
126号撤回後，再提案】
いて
議案第155号
国分寺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
基準を定める条例について

介護保険課

○地域主権改革推進一括法による介護保険法の改正に伴
い，介護保険指定地域密着型サービスに関する基準を
定める必要があるため。【議案第129号撤回後，再提
案】

担当課

提案内容

その他 １件
議

案

○本町四丁目臨時自転車駐車場の公金横領に係る損害賠

議案第156号
損害賠償請求調停事件に係る和解につ
いて

償請求調停事件に関し，和解する協議が整ったので，
議会の議決を得る必要があるため。【議案第149号撤回

道路管理課

後，再提案】
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