
                               

寺 田 議 長 記 者 会 見

                        平成３０年３月２０日

                    午後４時～

                          （市会運営委員会室）

１ ２月市会の議案審議結果

    

２ 議場の一般公開



条例案

規　則

意見書

※　可決には「同意」を含む。

１件

件　　数 採　　択

請　　願 ２件 １件

１０２件
(うち修正可決１件)

０件

議員提案

１件 １件 ０件

１３件 ５件 ８件

件　　数 可　　決 否　　決

市長提出議案 １０２件

2月市会審議結果総括表

不　採　択

１件 １件 ０件



議案番号 議決年月日 審議結果

議141 2月23日 原案可決

議142 2月23日 原案可決

議143 2月23日 原案可決

議144 2月23日 原案可決

議145 2月23日 原案可決

議146 2月23日 原案可決

議147 2月23日 原案可決

議148 2月23日 原案可決

議149 3月20日 原案可決

議150 3月20日 原案可決

議151 3月20日 原案可決

議152 3月20日 原案可決

議153 3月20日 原案可決

議154 3月20日 原案可決

議155 3月20日 原案可決

議156 3月20日 原案可決

議157 3月20日 原案可決

議158 3月20日 原案可決

議159 3月20日 原案可決

議160 3月20日 原案可決

議161 3月20日 原案可決

議162 3月20日 原案可決

議163 3月20日 原案可決

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

市道路線の認定について

２月市会審議結果（平成２９年度分市長提出議案）

平成29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

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

平成29年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計補正予算

京都市京北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
る条例の制定について

京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する
条例の一部を改正する条例の制定について

京都市健康増進センター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

京都市土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金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

京都市斜面地等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29年度京都市介護保険事業特別会計補正予算

平成29年度京都市後期高齢者医療特別会計補正予算

平成29年度京都市一般会計補正予算

京都市梅小路公園条例の一部を改正する条例の制定について

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

平成29年度京都市水道事業特別会計補正予算

京都市特別職の職員の給与に関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

京都市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について

件　　　　　　　　　　　　　　名

平成29年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算

平成29年度京都市土地区画整理事業特別会計補正予算



議164 2月23日 原案可決

議165 2月23日 原案可決

議166 2月23日 原案可決

議167 3月20日 原案可決

議168 3月20日 原案可決

議169 2月23日 修正可決

議170 2月23日 原案可決

議171 3月20日 原案可決

議172 3月20日 原案可決

議173 2月23日 原案可決

議174 2月23日 原案可決

議175 3月20日 原案可決

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

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（市場本棟新築工事等）請負
契約の変更について

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
約の変更について

新普通科系高等学校施設整備工事（洛陽工業高等学校教室棟等解体撤
去工事）請負契約の締結について

楽只市営住宅改修工事請負契約の締結について

京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例
の制定について

京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関
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



議案番号 議決年月日 審議結果

議1 3月20日 原案可決

議2 3月20日 原案可決

議3 3月20日 原案可決

議4 3月20日 原案可決

議5 3月20日 原案可決

議6 3月20日 原案可決

議7 3月20日 原案可決

議8 3月20日 原案可決

議9 3月20日 原案可決

議10 3月20日 原案可決

議11 3月20日 原案可決

議12 3月20日 原案可決

議13 3月20日 原案可決

議14 3月20日 原案可決

議15 3月20日 原案可決

議16 3月20日 原案可決

議17 3月20日 原案可決

議18 3月20日 原案可決

議19 3月20日 原案可決

議20 3月20日 原案可決

議21 3月20日 原案可決

議22 3月20日 原案可決

議23 3月20日 原案可決

議24 3月20日 原案可決

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

京都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の制定に
ついて

京都市職員給与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の一部を改正する条例の制定について

京都市元離宮二条城条例の一部を改正する条例の制定について

平成30年度京都市高速鉄道事業特別会計予算

京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例の制定について

京都市廃棄物の減量及び適正処理等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30年度京都市市公債特別会計予算

平成30年度京都市立病院機構病院事業債特別会計予算

平成30年度京都市水道事業特別会計予算

平成30年度京都市公共下水道事業特別会計予算

平成30年度京都市自動車運送事業特別会計予算

平成30年度京都市介護保険事業特別会計予算

平成30年度京都市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度京都市一般会計予算

平成30年度京都市国民健康保険事業特別会計予算

件　　　　　　　　　　　　　　名

平成30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30年度京都市土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度京都市駐車場事業特別会計予算

平成30年度京都市土地取得特別会計予算

平成30年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計予算

平成30年度京都市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計予算

２月市会審議結果（平成３０年度分市長提出議案）



議25 3月20日 原案可決

議26 3月20日 原案可決

議27 3月20日 原案可決

議28 3月20日 原案可決

議29 3月20日 原案可決

議30 3月20日 原案可決

議31 3月20日 原案可決

議32 3月20日 原案可決

議33 3月20日 原案可決

議34 3月20日 原案可決

議35 3月20日 原案可決

議36 3月20日 原案可決

議37 3月20日 原案可決

議38 3月20日 原案可決

議39 3月20日 原案可決

議40 3月20日 原案可決

議41 3月20日 原案可決

議42 3月20日 原案可決

議43 3月20日 原案可決

議44 3月20日 原案可決

議45 3月20日 原案可決

議46 3月20日 原案可決

議47 3月20日 原案可決

議48 3月20日 原案可決

京都市児童福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について

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

京都市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について

京都市眺望景観創生条例の一部を改正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
条例の一部を改正する条例の制定について

京都市深草墓園条例の一部を改正する条例の制定について

京都市こころの健康増進センター条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

京都市はぐくみ推進審議会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

京都市指定難病審査会条例の制定について

京都市地方独立行政法人京都市立病院機構評価委員会条例の一部を改
正する条例の制定について

京都市蓄積指定基金条例の一部を改正する条例の制定について

京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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

京都市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

京都市介護保険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

京都市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員，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

京都市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

京都市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例の制定につい
て

京都市地方独立行政法人京都市産業技術研究所評価委員会条例の一部
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

京都市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について

京都市と畜場条例の一部を改正する条例の制定について

京都市美術館条例の一部を改正する条例の制定について



議49 3月20日 原案可決

議50 3月20日 原案可決

議51 3月20日 原案可決

議52 3月20日 原案可決

議53 3月20日 原案可決

議54 3月20日 原案可決

議55 3月20日 原案可決

議56 3月20日 原案可決

議57 3月20日 原案可決

議58 3月20日 同意

議59 3月20日 同意

議60 3月20日 同意

議61 3月20日 同意

議62 3月20日 同意

議63 3月20日 同意

議64 3月20日 同意

議65 3月20日 同意

議66 3月20日 同意

議67 3月20日 原案可決

議案番号 議決年月日 審議結果

市会議23 3月20日 原案可決

市会議24 3月20日 原案可決

市会議25 3月20日 原案可決

市会議26 3月20日 原案可決

京都市会会議規則の一部を改正する規則の制定について

京都市会議員の議員報酬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

洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算
の確保を求める意見書の提出について

バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書の提出につ
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（山領正）

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（岩村眞樹雄）

京都市教育長の任命について（在田正秀）

包括外部監査契約の締結について

２月市会審議結果（議員提出議案）

件　　　　　　　　　　　　　　名

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（岩本一）

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（百合口賢次）

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（髙山宏之）

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（國松治一）

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（山下宜子）

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（清水義子）

京都市里道管理条例の一部を改正する条例の制定について

京都市消防関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について

京都市教職員の給与，勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

地方独立行政法人京都市産業技術研究所定款の変更について

京都市市街地景観整備条例の一部を改正する条例の制定について

京都市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について

公立大学法人京都市立芸術大学定款の変更について

京都市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

地方独立行政法人京都市立病院機構定款の変更について



市会議27 3月20日 原案可決

市会議28 3月20日 原案可決

市会議29 3月20日 原案可決

市会議30 3月20日 否決

市会議31 3月20日 否決

市会議32 3月20日 否決

市会議33 3月20日 否決

市会議34 3月20日 否決

市会議35 3月20日 否決

市会議36 3月20日 否決

市会議37 3月20日 否決

請願番号 議決年月日 審議結果

請願48 3月20日 採択

請願52 3月20日 不採択

大飯原発再稼働に反対する意見書の提出について

安易な原発稼働をしないよう求める意見書の提出について

生活保護基準の引下げ中止を求める意見書の提出について

新たな森林管理システムの早期実施を求める意見書の提出について

森友学園問題と文書改ざん問題の真相究明を求める意見書の提出につ
いて

いわゆる森友学園問題の早期究明を求める意見書の提出について

「働き方改革」法案の見直しを求める意見書の提出について

国民健康保険の国庫負担割合の引上げを強く求める意見書の提出につ
いて

介護保険制度の国庫負担率の引上げを求める意見書の提出について

骨髄移植等により抗体を喪失した小児へのワクチン再接種の費用助成
制度の創設

教育条件の改善

２月市会請願審査結果

件　　　　　　　　　　　　　　名

土地改良法を改正し，必要な施策の推進を求める意見書の提出につい
て

所有者不明の土地利用を求める意見書の提出について



（議長記者会見資料）

平成３０年３月２０日  

京 都 市 会 事 務 局

（担当：総務課 電話 222-3700）

議場の一般公開について

京都市会では，市民の皆様に市会をより身近に感じていただくため，子どもを対象に議

場見学の取組を推進しているところですが，市会議場は平成３１年度以降に改修を控えて

おり，現在の歴史と趣のある姿を，広く市民の皆様に御覧いただけるよう，下記のとおり

一般公開を実施いたします。

また，平成３０年は「市民による自治１２０年」に当たるほか，平成３１年には京都

市会誕生１３０周年を迎えることから，このことについても議場の一般公開を通じて，

広く周知いたします。

なお，明治１５０年関連事業の一つとして，執行機関が実施する事業と合わせてＰＲを

図ります。

記

１ 開催日（予定）

  平成３０年６月１４日（木）～平成３０年６月１６日（土）

  平成３０年７月２９日（日）～平成３０年８月１日（水）

  ※ ７月２９日（日）は「親子ふれあい議場見学会」を開催

２ 一般公開の概要

自由参観方式により実施。

また，見学者に議席に着席していただいて，市会事務局職員が市会の歴史や議場につい

ての解説を行う時間を設けます。

３ その他

見学可能な時間帯や親子ふれあい議場見学会の詳細などについては，改めてお知らせい

たします。

４ 問合せ先

  市会事務局総務課

（電話）０７５－２２２－３７００ （ＦＡＸ）０７５－２２２－３７１３

議場の雰囲気を是非感じて下さい！

京都市会マスコットキャラクター

またきち  マタリーヌ


