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第 回未来戦略創出会議9
令和 年 月 日4 1 25
３－９－１

令和４年第１回豊島区議会定例会提出予定案件

１ 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について

(１) 改正内容＝令和４年度及び令和５年度の各区市町村負担

金の負担割合を定める。

(２) 改正理由＝令和３年度が終了するに当たり、令和４年度

及び令和５年度の各区市町村負担金の負担割

合を定める必要があるため。

(３) 施行期日＝令和４年４月１日

(４) 議決理由＝地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

９１条の３第３項及び第２９１条の１１に基

づき、広域連合の規約の変更に必要とされる

協議について、各議会の議決が必要となるた

め。

２ 豊島区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

(１) 改正内容＝別表に、心身障害者の医療費の助成に関する

条例（昭和４９年東京都条例第２０号）によ

る受給者証の交付又は医療費の助成に関する

事務を加える。

(２) 改正理由＝上記事務において個人番号の連携を可能とす

るため。

(３) 施行期日＝令和４年６月１日
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３ 豊島区手数料条例の一部を改正する条例

(１) 改正内容＝長期優良住宅の容積率に関する特例の許可の

申請に対する審査の事務に係る手数料を加え

る。

(２) 改正理由＝長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平

成２０年法律第８７号）の一部改正による長

期優良型総合設計制度の創設に伴い、当該事

務に係る手数料を定めるため。

(３) 施行期日＝公布の日

４ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例（人事委員会の意見聴取案件）

(１) 改正内容＝特別休暇に不妊治療のための休暇を加える。

(２) 改正理由＝国家公務員において不妊治療のための休暇が

新設されたことを踏まえ、区職員についても

当該休暇を定めるため。

(３) 施行期日＝令和４年４月１日

５ 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例（人事委員会の意見聴取案件）

(１) 改正内容＝特別休暇に不妊治療のための休暇を加える。

(２) 改正理由＝国家公務員において不妊治療のための休暇が

新設されたことを踏まえ、区職員についても

当該休暇を定めるため。

(３) 施行期日＝令和４年４月１日
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６ 豊島区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例

(１) 改正内容＝条例中「男女共同社会」を「男女共同参画社

会」に改める。

(２) 改正理由＝豊島区男女共同参画推進条例で規定されてい

る「男女共同参画社会」に用語を合わせるた

め。

(３) 施行期日＝令和４年４月１日

７ 豊島区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例

(１) 改正内容＝①手当を支給しない者として難病患者福祉手

当受給者に係る規定を加える。

②高齢者福祉手当に係る規定を削る。

(２) 改正理由＝難病患者福祉手当受給者が心身障害者福祉手

当を併給できない旨を明確にすることについ

て所要の改正を行うほか、規定の整備を図る

ため。

(３) 施行期日＝公布の日

８ 豊島区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例

(１) 改正内容＝①難病患者福祉手当額を改める。

②高齢者福祉手当に係る規定を削る。

(２) 改正理由＝難病患者福祉手当額を増額するほか、規定の

整備を図るため。

(３) 施行期日＝①令和４年４月１日

②公布の日
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９ 豊島区営住宅条例の一部を改正する条例

(１) 改正内容＝条例中「未成年者」を「２０歳未満の者」に

改める。

(２) 改正理由＝民法（明治２９年法律第８９号）の一部改正

による成年年齢の引下げに伴い、規定の整備

を図るため。

(３) 施行期日＝令和４年４月１日

１０ 豊島区マンション管理推進条例の一部を改正する条例

(１) 改正内容＝①条ずれを改める。

②項ずれを改める。

(２) 改正理由＝①マンションの管理の適正化の推進に関する

法律施行令（平成１３年政令第２３８号）

、 。の一部改正に伴い 規定の整備を図るため

②デジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律（令和３年法律第３７

号）による借地借家法（平成３年法律第９

０号）の一部改正に伴い、規定の整備を図

るため。

(３) 施行期日＝①令和４年４月１日

②デジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律第３５条の規定の施行

の日
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１１ 豊島区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

(１) 改正内容＝①占用料を改定する。

②別表中「津波」を「洪水、高潮又は津波」

に改める。

(２) 改正理由＝①固定資産税評価額の評価替えに伴い、道路

の占用料を改定するため。

（ ）②道路法施行令 昭和２７年政令第４７９号

、 。の一部改正に伴い 規定の整備を図るため

(３) 施行期日＝令和４年４月１日

１２ 豊島区立公園条例等の一部を改正する条例

(１) 改正内容＝占用料及び使用料を改定する。

(２) 改正理由＝固定資産税評価額の評価替えに伴い、公園等

の占用料及び使用料を改定するため。

(３) 施行期日＝令和４年４月１日

(４) 改正条例＝ア 豊島区立公園条例

イ 豊島区立ふるさと千川ひろば条例

ウ 豊島区立区民の森条例

エ 豊島区立児童遊園条例

オ 豊島区立目白庭園条例

１３ 豊島区立地域文化創造館条例の一部を改正する条例

(１) 改正内容＝条例から千早地域文化創造館多目的ホールを

を削る。

(２) 改正理由＝旧平和小学校複合施設の整備に伴い、千早地

域文化創造館多目的ホールを廃止するため。

(３) 施行期日＝令和４年４月１日
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１４ 立教通り電線類地中化事業の施行に伴う譲渡設備を活用し

た電線共同溝工事等の委託契約について

(１) 契約の目的＝立教通り電線類地中化事業の施行に伴う譲

渡設備を活用した電線共同溝工事等の委託

契約

(２) 契約の方法＝随意契約

(３) 契約金額＝８１６，５１０，５５２円

(４) 工 期＝契約確定日から令和７年３月３１日まで

(５) 契約の相手方＝東京都港区海岸一丁目１１番１号

東電タウンプランニング株式会社

代表取締役社長 鈴木 祐輔

１５ 旧第十中学校跡地への野外スポーツ施設整備・管理運営事

業 設計・建設・工事監理に関する委託契約の一部の変更

について

(１) 内 容＝令和３年３月２３日に議決された旧第十中学校

跡地への野外スポーツ施設整備・管理運営事業

設計・建設・工事監理に関する委託契約の一

部の変更

(２) 変更点＝契約金額「１，５２８，７２９，７６５円」

↓

「１，７４８，７０６，１９５円」

(３) 理 由＝管理棟プランの見直しによる設計及び工事内容

の変更により契約金額を改めるため。
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１６ 豊島区立障害者福祉施設の指定管理者の指定について

(１) 内容＝①対象施設

豊島区立目白生活実習所分室

②指定する指定管理者

東京都新宿区西新宿七丁目８番１０号

オークラヤビル２階

社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会

理事長 佐々木 桃子

③指定期間

令和４年４月１日から令和１２年３月３１日ま

で

(２) 根拠＝地方自治法第２４４条の２第６項

１７ 令和３年度豊島区一般会計補正予算（第８号）

１８ 令和３年度豊島区一般会計補正予算（第９号）

１９ 令和４年度豊島区一般会計予算

２０ 令和４年度豊島区国民健康保険事業会計予算

２１ 令和４年度豊島区後期高齢者医療事業会計予算

２２ 令和４年度豊島区介護保険事業会計予算
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２３ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（人

事委員会の意見聴取案件 （追加上程予定））

(１) 改正内容＝①会計年度任用職員の育児休業及び部分休業

に係る在職期間の要件を削る。

②妊娠又は出産等の申出があった場合の措置

及び勤務環境の整備に関する措置について

定める。

(２) 改正理由＝①国家公務員において非常勤職員の育児休業

及び部分休業の取得要件が一部廃止される

ことを踏まえ、所要の改正を行うため。

②国家公務員において育児休業を取得しやす

い勤務環境の整備等が義務付けられること

を踏まえ、所要の改正を行うため。

(３) 施行期日＝令和４年４月１日
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２４ 豊島区国民健康保険条例の一部を改正する条例（追加上程

予定）

(１) 改正内容＝①保険料率の改定等を行う。

②保険料の賦課限度額を引き上げる。

③未就学児の均等割額の減額について定め

る。

④保険料の減免申請について、特別の事情が

ある場合の申請期限等を定める。

⑤結核医療給付金の支給に係る非課税判定対

象者の年齢区分を、２０歳から１８歳に改

める。

(２) 改正理由＝① 特別区国民健康保険事業の調整に関する

共通基準の一部改正に伴い、所要の改正

を行うため。

②③国民健康保険法施行令（昭和３３年政令

第３６２号）の一部改正に伴い、所要の

改正を行うため。

④ 新型コロナウイルス等特別の事情がある

場合の保険料の減免に係る申請期日等を

明確化することについて、所要の改正を

行うため。

⑤ 民法（明治２９年法律第８９号）の一部

改正による成年年齢の引下げに伴い、規

定の整備を図るため。

(３) 施行期日＝①②③⑤令和４年４月１日

④ 公布の日

＊ 和解について（自転車接触事故和解の件）

＊ 人事認定議案について


