
令和２年 第１回定例会 提出議案一覧表 

 

当初議案 提案日：令和２年２月21日（２月14日議案発送） 

 

当初予算 

議  案 担当課 提案内容 

議案第１号 

令和２年度国分寺市一般会計予算 財政課 

当年度予算額 47,688,854千円 

前年度予算額 46,125,106千円 

増減額（率） 1,563,748千円（   3.4％） 

議案第２号 

令和２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 742,586千円 

前年度予算額 1,460,268千円 

増減額（率） △ 717,682千円（△ 49.1％） 

議案第３号 

令和２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 10,831,790千円 

前年度予算額 10,865,416千円 

増減額（率） △ 33,626千円（△  0.3％） 

議案第４号 

令和２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 9,018,969千円 

前年度予算額 8,788,108千円 

増減額（率） 230,861千円（   2.6％） 

議案第５号 

令和２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 2,987,619千円 

前年度予算額 2,890,785千円 

増減額（率） 96,834千円（   3.3％） 

議案第６号 

令和２年度国分寺市下水道事業会計

予算 
下水道課 

収益的収入 2,574,148千円 

収益的支出 2,933,381千円 

資本的収入 445,674千円 

資本的支出 1,218,646千円 

 

補正予算 

議  案 担当課 提案内容 

議案第７号 

平成31年度国分寺市一般会計補正予

算（第９号） 

財政課 

補正前予算額      48,432,727千円 

補 正 額      △ 102,065千円 

補正後予算額      48,330,662千円 

議案第８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３号） 

駅周辺整備課 

補正前予算額       1,468,444千円 

補 正 額       △ 42,004千円 

補正後予算額       1,426,440千円 

議案第９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４号） 

保険年金課 

補正前予算額      11,063,861千円 

補 正 額        △ 8,775千円 

補正後予算額      11,055,086千円 

議案第10号 

平成31年度国分寺市介護保険特別会

計補正予算（第４号） 

高齢福祉課 

補正前予算額       9,084,943千円 

補 正 額      △ 193,868千円 

補正後予算額       8,891,075千円 



議案第11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２号） 

保険年金課 

補正前予算額       2,908,324千円 

補 正 額          11,501千円 

補正後予算額       2,919,825千円 

議案第12号 

平成31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       2,739,098千円 

補 正 額       △ 71,103千円 

補正後予算額       2,667,995千円 

 

条 例 

議  案 担当課 提案内容 

議案第13号 

国分寺市固定資産評価審査委員会条

例の一部を改正する条例について 

情報管理課 
※行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律の改正に伴い，引用する文言の整理を行うため 

議案第14号 

国分寺市行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に

関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

情報管理課 

※行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律別表第２の主務省令で定める事務

及び情報を定める命令等の改正に伴い，特定個人情報

に関する規定の整備等を行うため 

議案第15号 

国分寺市新庁舎建設事業者選定審査

委員会設置条例について 

政策経営課 
※新庁舎の建設に当たり，事業者の選定に関すること等

について調査検討する附属機関を設置するため 

議案第16号 

国分寺市営住宅条例の一部を改正す

る条例について 

契約管財課 
※公営住宅法の改正に伴い，住宅の明渡請求に係る利率

を改めるため 

議案第17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 ※福祉事務所嘱託医等の報酬の改定等を行うため 

 

人 事 

議  案 担当課 提案内容 

議案第18号～第27号 

国分寺市情報公開・個人情報保護審

議会委員の選任について 

情報管理課 
※任期満了に伴う選任（新任４人・再任６人） 

・任期：Ｒ２.５.15～Ｒ４.５.14（２年） 

議案第28号 

国分寺市オンブズパーソンの選任に

ついて 

政策法務課 
※任期満了に伴う選任（新任） 

・任期：Ｒ２.４.１～Ｒ４.３.31（２年） 

議案第29号 

副市長の選任について 
職員課 

※任期満了に伴う選任（再任） 

・任期：Ｒ２.４.１～Ｒ６.３.31（４年） 

議案第30号 

教育委員会教育長の選任について 
職員課 

※任期満了に伴う選任（再任） 

・任期：Ｒ２.５.26～Ｒ５.５.25（３年） 

議案第31号～第35号 

国分寺市建築審査会委員の選任につ

いて 

建築指導課 
※任期満了に伴う選任（再任５人） 

・任期：Ｒ２.４.１～Ｒ４.３.31（２年） 



 

その他 

議  案 担当課 提案内容 

議案第36号 

東京都後期高齢者医療広域連合規約

の一部を変更する規約について 

保険年金課 

※後期高齢者医療保険料の軽減に係る経費を，各市区町

村の一般財源から分賦金として支弁するための規約変

更を行うため 

 

追加議案 提案日：令和２年３月12日（３月12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37号 

平成31年度国分寺市一般会計補正予

算（第10号） 財政課 

※債務負担行為を追加をするため 

・No.3不燃ごみ搬送コンベア操作盤及びコンパクタ室照

明機器等修繕事業（破砕施設火災関係） 

・No.3不燃ごみ搬送コンベア等修繕事業（破砕施設火災

関係） 

議案第38号 

令和２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       47,688,854千円 

補 正 額         99,811千円 

補正後予算額       47,788,665千円 

 

追加議案 提案日：令和２年３月23日（３月23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39号 

平成31年度国分寺市一般会計補正予

算（第11号） 

財政課 

補正前予算額       48,330,662千円 

補 正 額         23,586千円 

補正後予算額       48,354,248千円 

議案第40号 

令和２年度国分寺市一般会計補正予

算（第２号） 

財政課 

補正前予算額       47,788,665千円 

補 正 額          2,532千円 

補正後予算額       47,791,197千円 

 


