
平成31年 第１回定例会 提出議案一覧表 

 

当初議案 提案日：平成31年２月22日（２月15日議案発送） 

 

当初予算 

議  案 担当課 提案内容 

議案第１号 

平成31年度国分寺市一般会計予算 財政課 

当年度予算額  46,125,106 千円 

前年度予算額  44,955,986 千円 

差  引    1,169,120 千円（伸率 2.6％） 

議案第２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

業特別会計予算 

駅周辺整備課 

当年度予算額   1,460,268 千円 

前年度予算額   1,738,322 千円 

差  引   △ 278,054 千円（伸率 △16.0％） 

議案第３号 

平成31年度国分寺市国民健康保険特

別会計予算 

保険年金課 

当年度予算額  10,865,416 千円 

前年度予算額  10,750,345 千円 

差  引     115,071 千円（伸率 1.1％） 

議案第４号 

平成31年度国分寺市介護保険特別会

計予算 

高齢福祉課 

当年度予算額   8,788,108 千円 

前年度予算額   8,405,426 千円 

差  引     382,682 千円（伸率 4.6％） 

議案第５号 

平成31年度国分寺市後期高齢者医療

特別会計予算 

保険年金課 

当年度予算額   2,890,785 千円 

前年度予算額   2,813,812 千円 

差  引     76,973 千円（伸率 2.7％） 

議案第６号 

平成31年度国分寺市下水道事業特別

会計予算 

下水道課 

当年度予算額   2,700,138 千円 

前年度予算額   2,956,239 千円 

差  引    △256,101 千円（伸率 △8.7％） 

 

補正予算 

議  案 担当課 提案内容 

議案第７号 

平成30年度国分寺市一般会計補正予

算（第６号） 

財政課 

補正前予算額   47,091,760 千円 

補正額           0千円 

補正後予算額     47,091,760 千円 

議案第８号 

平成30年度国分寺市一般会計補正予

算（第７号） 

財政課 

補正前予算額     47,091,760 千円 

補正額      △336,810 千円 

補正後予算額   46,754,950 千円 

議案第９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

業特別会計補正予算（第２号） 

駅周辺整備課 

補正前予算額      1,739,067 千円 

補正額      △166,890 千円 

補正後予算額   1,572,177 千円 

議案第10号 

平成30年度国分寺市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号） 

保険年金課 

補正前予算額   11,278,417 千円 

補正額       194,487 千円 

補正後予算額   11,472,904 千円 



議案第11号 

平成30年度国分寺市介護保険特別会

計補正予算（第３号） 

高齢福祉課 

補正前予算額      8,625,454 千円 

補正額       △11,732 千円 

補正後予算額      8,613,722 千円 

議案第12号 

平成30年度国分寺市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 

保険年金課 

補正前予算額      2,886,528 千円 

補正額        1,820 千円 

補正後予算額   2,888,348 千円 

議案第13号 

平成30年度国分寺市下水道事業特別

会計補正予算（第３号） 

下水道課 

補正前予算額   2,958,801 千円 

補正額      △117,200 千円 

補正後予算額   2,841,601 千円 

 

 

条 例 

議  案 担当課 提案内容 

議案第14号 

国分寺市公益的法人等への職員の派

遣等に関する条例の一部を改正する

条例について 

職員課 
※派遣団体に「一般財団法人地方公務員安全衛生推進協

会」を追加するため 

議案第15号 

国分寺市印鑑条例の一部を改正する

条例について 

市民課 

※印鑑登録原票の登録事項及び個人情報保護条例の別表

に定める印鑑登録証明書コンビニ交付に係る個人情報

の提供項目から「男女の別」を削除するため 

議案第16号 

国分寺市特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について 

健康推進課 ※非常勤特別職の医師・歯科医師の報酬を改定するため 

議案第17号 

国分寺市心身障害者福祉手当条例等

の一部を改正する条例について 障害福祉課 

※東京都心身障害者福祉手当に関する条例が改正された

ことに伴い，国分寺市心身障害者福祉手当条例，国分

寺市特殊疾病者福祉手当条例及び国分寺市心身障害者

特例福祉手当条例について，従前の「控除対象配偶

者」に関する規定の整理を行うため 

議案第18号 

国分寺市児童育成手当条例の一部を

改正する条例について 

子ども 

子育て 

サービス課 

※東京都児童育成手当に関する条例が改正されたことに

伴い，従前の「控除対象配偶者」に関する規定の整理

を行うため 

議案第19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 

※国分寺駅北口地下自転車駐車場の開設並びに本町二丁

目臨時自転車駐車場，本町三丁目北臨時自転車駐車場

及び本町四丁目臨時自転車駐車場の閉鎖に伴い，別表

を整理するほか，定期使用区分について市外料金を設

定するため 

 

人 事 

議  案 担当課 提案内容 

議案第20号 

国分寺市オンブズパーソンの選任に

ついて 

職員課 
※任期満了に伴う選任（新任１人） 

・任期：H31.４.１～H33.３.31（２年） 



 

契 約 

議  案 担当課 提案内容 

議案第21号 

工事請負契約について 

契約管財課 

※国分寺市民けやき運動場の人工芝化及びバリアフリー

等改修工事に係る請負契約を締結するため（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

例の規定により議会の議決に付すべき案件） 

契約金額：343,224,000円 

工  期：平成32年２月28日まで 

契約の相手方：戸倉工業株式会社 

議案第22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，工期を延長する必要が生じたため，工事請負契

約の一部を変更するため（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の規定により議

会の議決に付すべき案件） 

工  期：（変更前）平成31年７月31日まで 

 （変更後）平成31年10月31日まで 

契約の相手方：村本・多摩ふるさと建設共同企業体 

 

 

指定管理者 

議  案 担当課 提案内容 

議案第23号 

指定管理者の指定の期間の変更につ

いて 交通対策課 

施設名：本町二丁目臨時自転車駐車場，本町三丁目北臨

時自転車駐車場，本町四丁目臨時自転車駐車場 

指定の期間：（変更前）平成31年８月31日まで 

（変更後）平成31年11月30日まで 

指定管理者：株式会社ソーリン 

議案第24号 

指定管理者の指定について 
社会教育課 

施設名：国分寺市プレイステーション 

指定の期間：H31.4.1～H32.3.31 

選定方法：公募によらない選定 

指定管理者：特定非営利活動法人冒険遊び場の会 

 

追加議案 提案日：平成31年３月19日（３月19日議案発送） 

 

追加議案（補正予算） 

議  案 担当課 提案内容 

議案第25号 

平成31年度国分寺市一般会計補正予

算（第１号） 

財政課 

補正前予算額 46,125,106 千円 

補正額 720,011 千円 

補正後予算額 46,845,117 千円 

 


