
                                

        津 田 議 長 記 者 会 見 

 

 

                        平成 28年 3月 25日 

                        午後４時～ 

                        （市会運営委員会室） 

 

１ ２月市会について 

  ・議案審議結果 

  ・議員提案による「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条   

   例」の制定 

  ・アンヌ・イダルゴ パリ市長の訪問 

 

２ フェイスブックによる情報発信 

 

３ 市会ホームページにおける意見受付フォームの設置 

   



条例案

意見書

件　　数

１９９件 ０件

　　２件 　　２件 ０件

１件

市長提出議案

議員提案

件　　数 可　　決

採　　択

２月市会審議結果総括表

請　　願 　　６件 　　３件 ３件

　　５件 　　４件

否　　決

１９９件

不　採　択

件　　数 可　　決 否　　決

議員の派遣 　　１件 　　１件 ０件
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議案番号 議決年月日 審議結果

議253 28.3．2 原案可決

議254 同　上 同　上

議255 同　上 同　上

議256 同　上 同　上

議257 同　上 同　上

議258 同　上 同　上

議259 同　上 同　上

議260 同　上 同　上

議261 同　上 同　上

議262 同　上 同　上

議263 同　上 同　上

議264 同　上 同　上

議265 同　上 同　上

議266 同　上 同　上

議267 28.3．25 同　上

議268 同　上 同　上

議269 同　上 同　上

議270 同　上 同　上

議271 同　上 同　上

議272 同　上 同　上

議273 28.3．2 同　上

議274 同　上 同　上

議275 同　上 同　上

議276 同　上 同　上

議277 同　上 同　上

議278 同　上 同　上

２月市会審議結果（平成２７年度分市長提出議案）

件　　　　　　　　　　　　　　名

京都市中央卸売市場第二市場再整備工事（衛生設備工事）請負契約
の締結について

京都市緑化・公園管理基金条例の一部を改正する条例の制定につい
て
京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
京都市中央卸売市場第二市場再整備工事（市場本棟新築工事等）請
負契約の締結について
京都市中央卸売市場第二市場再整備工事（電気設備工事）請負契約
の締結について

京都市国際親善交流基金条例の一部を改正する条例の制定について

京都市個人市民税の控除対象となる特定非営利活動法人に対する寄
附金を定める条例の一部を改正する条例の制定について

京都市社会福祉奨学基金条例の一部を改正する条例の制定について

京都市斎場条例の一部を改正する条例の制定について

京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

平成27年度京都市土地区画整理事業特別会計補正予算

平成27年度京都市駐車場事業特別会計補正予算

平成27年度京都市水道事業特別会計補正予算

平成27年度京都市公共下水道事業特別会計補正予算

平成27年度京都市自動車運送事業特別会計補正予算

平成27年度京都市高速鉄道事業特別会計補正予算

京都市会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当の支給に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

京都市中央卸売市場第二市場再整備工事（空気調和設備工事）請負
契約の締結について

京都市職員給与条例等の一部を改正する条例の制定について

平成27年度京都市一般会計補正予算

平成27年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算

平成27年度京都市介護保険事業特別会計補正予算

平成27年度京都市地域水道特別会計補正予算

平成27年度京都市京北地域水道特別会計補正予算

平成27年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計補正予算
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議279 同　上 同　上

議280 同　上 同　上

議281 28.3．25 同　上

議282 同　上 同　上

議283 同　上 同　上

議284
，議285

28.3．2 同　上

議286 同　上 同　上

議287
～議345

28.3．25 同　上

議346 28.3．2 同　上

議347 28.3．25 同　上

平成27年度京都市一般会計補正予算

損害賠償の額の決定について

損害賠償の額の決定について

損害賠償の額の決定について

京都市中央卸売市場第二市場再整備工事（汚水処理施設工事）請負
契約の締結について

一級河川旧安祥寺川改修工事請負契約の締結について

市道路線の認定について

市道路線の廃止について

京都市中央卸売市場第二市場再整備工事（生産設備工事）請負契約
の締結について

京都市長等の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
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議案番号 議決年月日 審議結果

議1 28.3．25 原案可決

議2 同　上 同　上

議3 同　上 同　上

議4 同　上 同　上

議5 同　上 同　上

議6 同　上 同　上

議7 同　上 同　上

議8 同　上 同　上

議9 同　上 同　上

議10 同　上 同　上

議11 同　上 同　上

議12 同　上 同　上

議13 同　上 同　上

議14 同　上 同　上

議15 同　上 同　上

議16 同　上 同　上

議17 同　上 同　上

議18 同　上 同　上

議19 同　上 同　上

議20 同　上 同　上

議21 同　上 同　上

議22 同　上 同　上

議23 同　上 同　上

議24 同　上 同　上

議25 同　上 同　上

議26 同　上 同　上

２月市会審議結果（平成２８年度分市長提出議案）

京都市行政不服審査会条例の制定について

京都市職員の退職管理に関する条例の制定について

京都市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

京都市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

平成28年度京都市立病院機構病院事業債特別会計予算

平成28年度京都市水道事業特別会計予算

平成28年度京都市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度京都市自動車運送事業特別会計予算

平成28年度京都市高速鉄道事業特別会計予算

京都市地球温暖化対策条例の一部を改正する条例の制定について

平成28年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計予算

平成28年度京都市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度京都市土地区画整理事業特別会計予算

平成28年度京都市駐車場事業特別会計予算

平成28年度京都市土地取得特別会計予算

平成28年度京都市市公債特別会計予算

平成28年度京都市介護保険事業特別会計予算

平成28年度京都市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度京都市地域水道特別会計予算

平成28年度京都市京北地域水道特別会計予算

平成28年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成28年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計予算

件　　　　　　　　　　　　　　名

平成28年度京都市一般会計予算

平成28年度京都市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成28年度京都市国民健康保険事業特別会計予算
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議27 同　上 同　上

議28 同　上 同　上

議29 同　上 同　上

議30 同　上 同　上

議31 同　上 同　上

議32 同　上 同　上

議33 同　上 同　上

議34 同　上 同　上

議35 同　上 同　上

議36 同　上 同　上

議37 同　上 同　上

議38 同　上 同　上

議39 同　上 同　上

議40 同　上 同　上

議41 同　上 同　上

議42 同　上 同　上

議43 同　上 同　上

議44 同　上 同　上

議45 同　上 同　上

議46 同　上 同　上

議47 同　上 同　上

議48 同　上 同　上

議49 同　上 同　上

議50 同　上 同　上

議51 同　上 同　上

議52 同　上 同　上

議53
，議54

同　上 同　上

京都市立小学校条例の一部を改正する条例の制定について

指定管理者の指定について（文化市民局関係）

京都市保育所条例の一部を改正する条例の制定について

京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

京都駅八条口旅客自動車待機場条例の制定について

京都市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について

京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につい
て

京都市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等
に関する条例の制定について

京都市教職員の給与，勤務時間等に関する条例の制定について

京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例等の一部を改正
する条例の制定について

京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基
準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

京都市個人情報保護条例等の一部を改正する条例の制定について

京都市区役所事務分掌条例の制定について

京都市消費生活条例の一部を改正する条例の制定について

京都市産業関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法
律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
の制定について

京都市医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設の基準に関す
る条例の制定について

京都市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

京都市職員給与条例等の一部を改正する条例の制定について

京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する
条例の一部を改正する条例の制定について
京都市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定につい
て

京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について

京都市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について

京都市職員の勤務時間，休日，休暇等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
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議55
～議70

同　上 同　上

議71 同　上 同　上

議72 同　上 同　上

議73 同　上 同　上

議74 同　上 同　上

議75 同　上 同　上

議76 同　上 同　上

議77 同　上 同　上

議78号
～81号

同　上 同　上

議82号
～102号

同　上 同　上

議103 同　上 同　上

議104 同　上 同　上

京都府公安委員会委員の推薦について

包括外部監査契約の締結について

副市長の選任について

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について

京都市農業委員会委員の任命について

京都市過疎地域自立促進計画（平成28年度～平成32年度）の策定に
ついて
京都市と京都府との間の計量に係る事務委託に関する規約の設定に
関する協議について

平成28年度京都市一般会計補正予算

関西広域連合規約の変更に関する協議について

指定管理者の指定について（保健福祉局関係）

辺地に係る総合整備計画（左京区北部地域）の策定について

辺地に係る総合整備計画（宕陰地域）の策定について

- 6-



議案番号 議決年月日 審議結果

市会議26 28.3．25 原案可決

市会議27 同　上 同　上

市会議28 同　上 同　上

市会議29 同　上 同　上

市会議30 同　上 同　上

市会議31 同　上 同　上

市会議32 同　上 否　決

請願番号 議決年月日 審査結果

請願18 28.3．2 採　択

請願19 同　上 同　上

請願12 28.3．25 不採択

請願22 同　上 同　上

請願24 同　上 同　上

請願25 同　上 採　択

地方公会計の整備促進に係る意見書の提出について

２月市会請願審査結果

保育人材確保対策の推進及び保育の質の確保のための取組を求める
意見書の提出について

府（県）費負担教職員給与費等の権限移譲に伴う財源の不足額につ
いて，国による適切な財政措置を求める意見書の提出について

児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書の提出について

２月市会審議結果（議員提出議案）

件　　　　　　　　　　　　　　名

議員報酬の額の特例に関する条例の一部改正について

京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例の制定につ
いて

地方交付税におけるトップランナー方式の導入中止を求める意見書
の提出について

保育・学童保育制度の充実

元離宮二条城東側空間整備基本計画における第２駐車場整備の白紙
撤回

保育・学童保育制度の充実

七条通の拡幅整備等

行政書士法の遵守及び本人確認の徹底等による窓口業務の適正化

マンション建設の指導（上京区塔之段）

件　　　　　　　　　　　　　　名
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（議長記者会見資料） 

平成２８年３月２５日 

市 会 事 務 局 

（担当：調査課 ℡222-3697） 

 

 

「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」の制定に当たって

の特徴的な取組について 

 

１ 条例案の作成過程における取組 

⑴ 全会派の代表者で構成する京都市手話言語条例（仮称）制定プロジェクトチームの

設置 

⑵ 条例制定を求める要望書を提出された，京都市聴覚障害者協会からの意見聴取の実

施，同協会主催の勉強会への参加 

⑶ 市民意見募集の実施 京都市会の政策条例初 

⇒ ６０８名の方・団体から，１，７０６件の御意見が提出 

① 条例案学習会（２月１３日，京都市聴覚障害者協会主催）での意見表明 １０名 

② 手話による意見の受付（２月１８日・１９日・２２日） １０名 政令市初 

 

２ 本会議における取組 

⑴ 手話を交えた提案説明の実施 京都市会初 

※ 西村義直議員（プロジェクトチーム座長）による。 

⑵ 手話通訳者による，提案説明者の隣における手話の実施 京都市会初 

※ 傍聴に来られた方に，提案説明者の表情を見ながら，同時に手話も見ていただけ

るようにするための措置 

 

（参考）「京都市手話言語条例（仮称）」制定プロジェクトチーム 

・ 西村義直議員（自由民主党京都市会議員団・座長） 

・ 寺田かずひろ議員（同上・代表幹事） 

・ 玉本なるみ議員（日本共産党京都市会議員団） 

・ 久保勝信議員（公明党京都市会議員団） 

・ 鈴木マサホ議員（民主・都みらい京都市会議員団） 

・ こうち大輔議員（京都維新の会・無所属京都市会議員団） 

・ 大津裕太議員（地域政党京都党市会議員団） 

  

手話に対する理解の促進及び

普及を目的とする条例です！ 

京都市会マスコットキャラクター 

        またきち 

 

 

マタリーヌ 

 

- 9-



１ 条例の概要 

⑴ 制定趣旨 

・ 言語としての手話の理解の促進と手話の普及（手話に対する正しい認識の拡大） 

・ 国における手話言語法制定の機運の醸成 

⑵ 目的 

  手話に対する理解の促進及び手話の普及，それによる豊かな共生社会の実現 

⑶ 特徴 

① 手話の定義や歴史，京都における先駆的な取組などを記した，手話への理解を深

めるための前文を設けていること。（前文） 

② 市民ぐるみの運動を志向していること。（第３条～第５条） 

③ 京都市域内で手話に関する施策を着実に推進することは当然の前提として，さら

に，国際観光都市・世界文化自由都市宣言といった京都市の特性に着目しているこ

と。（第６条） 

④ ノーマライゼーションの一層の推進を重要な視点としていること。（第７条等） 

⑤ 手話を使っておられる方等，当事者の意見を尊重するとしていること。（第８条） 

⑥ 未来の担い手を対象とした取組を，学校の場で推進するとしていること。（第９条） 

⑦ 条例の制定に当たり，手話による意見提出を含む市民意見募集等を行い，市民意

見を傾聴することを重視したこと。 

 

２ 条例の制定に至る経過 

日 付 内 容 

平成２７年 

 １０月 ５日 

手話言語条例の制定等を求める要望書が，京都市聴覚障害者協会から，議

長及び各会派宛てに提出 

 １１月 各会派で要望書に基づき検討 

 １２月 １日 全会派の代表者による会議を開催，条例制定に関して検討 

 １２月１１日 
全会派の代表によるプロジェクトチームを設置 

市会議員全員の共同提案による２月市会での制定を目指すことを確認 

 １２月２４日 京都市聴覚障害者協会から意見聴取 

平成２８年 

  １月２０日 
プロジェクトチーム会議において，条例素案を取りまとめ 

  １月２２日 

～ ２月２２日 

意見募集を実施 

６０８名の方・団体から，１，７０６件の御意見が提出 

① 条例案学習会（２月１３日，京都市聴覚障害者協会主催） 

 での意見表明 １０名 

② 手話による意見提出（２月１８日・１９日・２２日） １０名 

  ３月１７日 市民意見募集結果を公表 

  ３月２５日 条例制定に係る議案を市会議員全員により同提案，可決，成立 

 

 

参考 
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アンヌ・イダルゴ パリ市長の訪問について 

 

１ 訪問日  平成２８年３月２日（水） 

 

２ 訪問者  アンヌ・イダルゴ       パリ市長／パリ市議会議長 

       パトリック・クルマン     パリ市副市長    

（国際交流，フランス語圏担当） 

       ジャン＝ルイ・ミシカ     パリ市副市長 

       （都市計画，建築，グランド・パリ計画， 

経済，投資担当） 

       ジャン＝フランソワ・マルタン パリ市副市長 

                      （スポーツ，観光担当） 

       エリック・ルジョワンドゥル  パリ１８区区長 

       マチアス・ヴィシュラ     パリ市長室長 

       エルベ・マロ         パリ市広報担当参事官 

       シャルランリ・ブロソー    在京都フランス総領事 
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（議長記者会見資料） 

平成２8 年 3 月 25 日 

京 都 市 会 

担当：市会事務局調査課 

  （電話 222-3697） 

 

 

フェイスブックによる情報発信について 

 

 京都市会では，「開かれた市会」を目指し，京都市会だよりや京都市会ホーム

ページ等において，市民の皆様に市会に関する情報を発信しています。 

 この度，より早くタイムリーに，幅広く市会の情報をお届けし，京都市会を

より身近に感じていただくため，京都市会公式フェイスブックページを開設す

ることといたしましたので，下記のとおり，お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 発信情報  本会議・委員会の開催予定，本会議の審議結果，正副議長の

活動，その他市会の主な取組 等 

 

２ アドレス  https://www.facebook.com/kyotoshikai 

      （京都市会ホームページのトップページからもアクセスできます。） 

 

３ 開 設 日  平成２８年３月２８日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市会マスコットキャラクター 

  またきち   マタリーヌ 

京都市会公式Facebookページ 
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（議長記者会見資料） 

平成２8 年 3 月 25 日 

京 都 市 会 

担当：市会事務局調査課 

（電話 222-3697）  

 

 

 

 

京都市会ホームページにおける意見受付フォームの設置について 

 

 京都市会では，この度，市民の皆様からの市会に対する御意見等を議員活動

及び市会運営へ一層反映することにより，「開かれた市会」を更に推進し，議員

活動及び市会運営の充実を図るため，下記のとおり，京都市会ホームページに

おける意見受付フォームを設置することといたしましたので，お知らせします。 

 

記 

 

１ 設置箇所  京都市会ホームページのトップページ 

 

２ 開 設 日  平成２８年３月２８日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市会マスコットキャラクター 

  またきち   マタリーヌ 

意見受付フォームのページへは

こちらから。 
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