
平成22年第１回武蔵野市議会定例会提出（予定）議案 

番号 件      名 説          明 

１ 

武蔵野市教育委員会委員の任

命の同意について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１

項の規定により、市議会の同意を求める。 

◎任期満了に伴い、伴 彭子氏を再任。 

２ 

武蔵野市公平委員会委員の選

任の同意について 

地方公務員法第９条の２第２項の規定により、市議会

の同意を求める。 

◎任期満了に伴い、齋藤勝男氏を再任。 

３ 

武蔵野市固定資産評価審査委

員会委員の選任の同意につい

て 

武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て、地方税法第423条第３項の規定により、市議会の

同意を求めるものである。 

◎任期満了に伴い、井出多加子氏を再任。 

４ 

武蔵野市固定資産評価審査委

員会委員の選任の同意につい

て 

武蔵野市固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て、地方税法第423条第３項の規定により、市議会の

同意を求めるものである。 

◎任期満了に伴い、伊藤哲郎氏を再任。 

５ 

武蔵野市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する

条例 

（例規類集P.341） 

国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正す

る法律の施行による地方公務員の育児休業等に関する

法律の改正等に伴い、所要の改正をするものである。 

◎配偶者が育児休業している場合も育児休業等を承認。 

◎育児休暇の再取得を承認。 

６ 

武蔵野市職員の退職手当に関

する条例の一部を改正する条

例 

（例規類集P.536） 

退職後において、在職期間中に懲戒免職処分を受ける

べき非違行為があったと認める場合の退職手当の取扱

いについて規定するため、所要の改正をするものであ

る。 

◎懲戒免職処分を受けるべき非違行為があった場合に

退職手当の支給制限または返納等の規定を追加。 

７ 

武蔵野市立かたらいの道市民

スペース条例 

武蔵野市立かたらいの道市民スペースを設置するた

め、条例を制定するものである。 

◎武蔵野市立かたらいの道市民スペース 

・設置場所 武蔵野市中町１丁目11番16号 

・開館時間 午前９時～午後10時 

・休館日 水曜日、年末年始 



８ 

武蔵野市立老人介護支援セン

ター条例を廃止する条例 

（例規類集P.1105） 

老人介護支援センターに地域包括支援センターの総合

相談窓口機能等が付加されたことに伴い、老人介護支

援センターが市の機能の一部を担うことになったた

め、条例を廃止するものである。 

◎公の施設としての概念になじまなくなったため条例

を廃止。 

９ 

武蔵野市国民健康保険条例の

一部を改正する条例 

（例規類集P.1189） 

国民健康保険税の賦課方式を変更する等のため、所要

の改正をするものである。 

◎保険税所得割の賦課方式を現行の市民税所得割方式

から旧ただし書き方式に変更。 

10 

 武蔵野市立武蔵野商工会館条

例の一部を改正する条例 

（例規類集P.1266） 

武蔵野市立武蔵野商工会館に設置する地域情報コーナ

ーを廃止することに伴い、所要の改正をするものであ

る。 

◎武蔵野商工会館１階の公の施設を５月末に廃止。 

11 

武蔵野市中小企業勤労者等福

利厚生資金融資条例の一部を

改正する条例 

（例規類集P.1289） 

融資に係る保証の引受機関の変更に伴い、所要の改正

をするものである。 

◎引受機関の事業統合により引受機関名を変更。 

12 

武蔵野市下水道条例の一部を

改正する条例 

（例規類集P.1409） 

下水道使用料を改定するため、所要の改正をするもの

である。 

◎中長期の事業予測に基づき、下水道使用料を10月か

ら13年ぶりに改定。 

・基本使用料を50円値上げ 

・基本水量を10㎥から８㎥に切り下げ 

・従量区分を７段階から８段階とし、従量料金の一部

を改定 

13 

武蔵野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 

（例規類集P.1445） 

武蔵野都市計画地区計画西調布境橋線沿線地区地区計

画の区域内において、建築物に関する制限を定めるた

め、所要の改正をするものである。 

◎西調布境橋線沿線地区地区計画区域（境二丁目、境五

丁目、境南町三丁目および境南町四丁目各地内。面積

2.3ha）の壁面の位置、建築物の高さなどを制限 



14 

武蔵野市立武蔵野プレイス条

例 

武蔵野市立ひと･まち･情報創造館武蔵野プレイスを設

置するため、条例を制定するものである。 

◎武蔵野市立ひと・まち・情報創造館武蔵野プレイス 

・設置場所 武蔵野市境南町２丁目３番18号 

・開館時間 午前９時30分～午後10時 

・休館日  水曜日（毎月第３・１月の第３を除

く）、毎月第３金曜日、年末年始、図書

特別整理日 

15 

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 

（例規類集P.1782） 

東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法を

変更するため、地方自治法第291条の11の規定により提

案するものである。 

◎ 保険料の軽減に係る経費を各市区町村が分賦金と

して支弁。 

16 

東京都後期高齢者医療広域連

合葬祭費事務の受託について 

地方自治法第292条で準用する同法第252条の14第１項

の規定により東京都後期高齢者医療広域連合の葬祭費

の事務を受託するため、同法第252条の14第３項で準用

する同法第252条の２第３項本文の規定により提案する

ものである。 

◎葬祭費の事務を各市区町村が東京都後期高齢者医療

広域連合から受託。 

17 

武蔵野市立かたらいの道市民

スペースの指定管理者の指定

について 

地方自治法第244条の２第３項の規定により武蔵野市立

かたらいの道市民スペースの管理を行わせる者を指定

するため、同条第６項の規定により提案するものであ

る。 

◎指定管理者 財団法人武蔵野文化事業団 

◎指定期間 平成22年４月１日～平成27年３月31日 

18 

武蔵野市立自然の村の指定管

理者の指定について 

地方自治法第244条の２第３項の規定により武蔵野市立

自然の村の管理を行わせる者を指定するため、同条第

６項の規定により提案するものである。 

◎指定管理者 財団法人武蔵野生涯学習振興事業団 

◎指定期間 平成22年４月１日～平成27年３月31日 

19 

武蔵野市立０１２３施設の指

定管理者の指定について 

地方自治法第244条の２第３項の規定により武蔵野市立

０１２３施設の管理を行わせる者を指定するため、同

条第６項の規定により提案するものである。 

◎指定管理者 一般財団法人武蔵野市子ども協会 

◎指定期間 平成22年４月１日～平成27年３月31日 



20 

武蔵野市立体育施設の指定管

理者の指定について 

地方自治法第244条の２第３項の規定により武蔵野市立

体育施設の管理を行わせる者を指定するため、同条第

６項の規定により提案するものである。 

◎指定管理者 財団法人武蔵野生涯学習振興事業団 

◎指定期間 平成22年４月１日～平成27年３月31日 

21 

武蔵野市立ひと･まち･情報創

造館武蔵野プレイスの指定管

理者の指定について 

地方自治法第244条の２第３項の規定により武蔵野市立

ひと･まち･情報創造館武蔵野プレイスの管理を行わせ

る者を指定するため、同条第６項の規定により提案す

るものである。 

◎指定管理者 財団法人武蔵野生涯学習振興事業団 

◎指定期間 平成22年４月１日～平成27年３月31日 

22 

学校情報システムを整備する

ための設備の買入れについて 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第３条の規定により、提案するものであ

る。 

◎学校情報システム整備設備一式 3,979万５千円 

23 

平成21年度武蔵野市一般会計

補正予算（第４回） 

◎19億5899万円補正増 

(補正後 581億4245万１千円) 

(主な内容) 

歳入：国庫支出金４億4675万８千円増、繰入金３億

9082万９千円減、地方消費税交付金１億5000万円減、

前年度繰越金21億3898万６千円増。 

歳出：公共施設整備基金積立金11億1078万４千円、学

校施設整備基金積立金８億円、吉祥寺まちづくり基金

積立金３億円、公園緑化基金積立金１億円、国際交流

基金積立金4000万円、５基金に合計23億5078万４千円

を積立。 

24 

平成21年度武蔵野市下水道事

業会計補正予算（第１回） 

◎１億644万１千円補正減 

(補正後24億9035万７千円) 

管きょ築造工事の工期変更、耐震化工事の契約差金な

どのため。 

25 

平成21年度武蔵野市国民健康

保険事業会計補正予算（第３

回） 

◎４億2,937万１千円補正減 

(補正後110億9,623万５千円) 

共同事業拠出金が当初見込みを下回るため。 

26 

平成21年度武蔵野市老人保健

（医療）会計補正予算（第２

回） 

◎3,070万６千円補正増 

(補正後１億2,334万９千円) 

国、都への償還金を増額するため。 



27 

平成21年度武蔵野市後期高齢

者医療会計補正予算（第１

回） 

◎１億320万３千円補正減 

(補正後25億3,717万４千円) 

特別徴収保険料が当初見込みを下回るため。 

28 

平成21年度武蔵野市介護保険

事業会計補正予算（第２回） 

◎２億8,348万９千円補正減 

(補正後84億8,041万８千円) 

保険給付費等が当初見込みを下回るため 

29 
平成22年度武蔵野市一般会計

予算 

◎569億4,000万円 

30 
平成22年度武蔵野市下水道事

業会計予算 

◎35億7,948万６千円 

31 
平成22年度武蔵野市国民健康

保険事業会計予算 

◎113億7,228万２千円 

32 
平成22年度武蔵野市老人保健

（医療）会計予算 

◎2,277万２千円 

33 
平成22年度武蔵野市後期高齢

者医療会計予算 

◎27億3,843万２千円 

34 
平成22年度武蔵野市介護保険

事業会計予算 

◎90億403万４千円 

 

35 

平成22年度武蔵野市水道事業

会計予算 

◎収益的収入 37億2,842万１千円 

 収益的支出 36億9,010万９千円 

◎資本的収入 1,677万円 

 資本的支出 10億6,851万５千円 

36 

武蔵野市一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正す

る条例（追加提案予定） 

（例規類集P.408） 

一般職の職員の給与水準の適正化並びに法制度等の改

正に伴い、所要の改正をするものである。 

 

 

37 

平成22年３月における武蔵野

市議会議員の期末手当に関す

る条例（追加提案予定） 

◎平成22年３月期 0.10カ月 

38 

平成22年３月における武蔵野

市特別職等の職員の期末手当

に関する条例（追加提案予

定） 

◎平成22年３月期 0.10カ月 

39 

平成22年３月における武蔵野

市一般職の職員の期末手当に

関する条例（追加提案予定） 

◎平成22年３月期 0.06カ月（給料月額の改定に伴う

所要の調整を含む） 

 


