
寺 田 議 長 記 者 会 見

平成３０年１０月２５日

午後４時００分～

（市会運営委員会室）

１ ９月市会について 

  ・議案審議結果 

  ・平成３０年度京都市会議員研修 

２ 世界歴史都市会議の参加報告



意見書

決議

※　可決には「認定」及び「同意」を含む。

５５件

２件 ２件

５５件
（うち修正可決１件）

０件

議員提出
議案

１０件 ７件 ３件

市長提出議案

０件

９月市会審議結果総括表

件　　数 可　　決 否　　決

件　　数 採　　択 不　採　択

請　　願 １１４件 ０件 １１４件



議案番号 議決日 審議結果

議100 9月26日 修正可決

議101 9月26日 原案可決

議102 9月26日 原案可決

議103 10月25日 原案可決

議104 10月25日 原案可決

議105 10月25日 原案可決

議106 10月25日 原案可決

議107 10月25日 原案可決

議108 10月25日 原案可決

議109 10月25日 原案可決

議110 10月25日 原案可決

議111 10月25日 原案可決

議112 10月25日 原案可決

議113 10月25日 原案可決

議114 10月25日 原案可決

議115 10月25日 原案可決

議116 10月25日 原案可決

議117 10月25日 原案可決

議118 10月25日 原案可決

議119 10月25日 原案可決

議120 10月25日 原案可決

議121 10月25日 原案可決

議122 10月25日 原案可決

市道路線の認定について

平成29年度京都市自動車運送事業特別会計未処分利益剰余金の処分につ
いて

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（水産棟空気調和及び衛生設備工
事）請負契約の締結について

市道路線の廃止について

訴訟上の和解について

平成29年度京都市水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分について

平成29年度京都市公共下水道事業特別会計未処分利益剰余金及び資本剰
余金の処分について

元離宮二条城修理工事（本丸御殿玄関，御書院及び御常御殿修理工事）
請負契約の締結について

平成30年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計補正予算

京都市青少年活動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

京都市宿泊税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

建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関す
る条例の制定について

京都市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

件　　　　　　　　　　　　　　名

平成30年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算

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

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例及び京都市美化の推進
及び飲料容器に係る資源の有効利用の促進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年度京都市一般会計補正予算

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（水産棟電気設備工事）請負契約
の締結について

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（水産棟改修工事）請負契約の締
結について

京都市地域コミュニティ活性化推進条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

９月市会審議結果（市長提出議案）



議案番号 議決日 審議結果

議123 10月25日 原案可決

議124 9月26日 原案可決

議125 10月25日 原案可決

議126 10月25日 原案可決

議127 10月25日 原案可決

議128 10月25日 原案可決

議129 10月25日 原案可決

議130 10月25日 原案可決

議131 10月25日 原案可決

議132 10月25日 原案可決

議133 10月25日 原案可決

議134 10月4日 原案可決

議135 10月25日 原案可決

議136 10月25日 同意

議137 10月25日 同意

報2 10月25日 認定

報3 10月25日 認定

報4 10月25日 認定

報5 10月25日 認定

報6 10月25日 認定

報7 10月25日 認定

報8 10月25日 認定

報9 10月25日 認定

報10 10月25日 認定

報11 10月25日 認定

報12 10月25日 認定

報13 10月25日 認定

件　　　　　　　　　　　　　　名

平成29年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計歳入歳出決算

平成29年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計歳入歳出決算

平成29年度京都市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

楽只市営住宅新築工事請負契約の変更について

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事請負契約の変更に
ついて

賀茂大橋補修工事請負契約の変更について

向島中学校区小中一貫教育校施設新築工事請負契約の変更について

京都市教育委員会委員の任命について（谷川　範子）

平成29年度京都市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度京都市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

醍醐南市営住宅改修工事請負契約の変更について

崇仁市営住宅増築工事（下西団地更新棟（塩高ブロック）新築工事）請
負契約の変更について

崇仁市営住宅増築工事（下西団地更新棟（下中ブロック）新築工事）請
負契約の変更について

楽只市営住宅改修工事請負契約の変更について

京都市分庁舎（仮称）新築工事請負契約の変更について

京都市立安祥寺中学校増築工事請負契約の締結について

京都市立下京雅小学校及び京都市立楊梅幼稚園新築工事請負契約の締結
について

平成29年度京都市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度京都市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

平成30年度京都市一般会計補正予算

京都市人事委員会委員の選任について（松枝　尚哉）

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（花屋町駐車場棟新築工事）請負
契約の変更について

 平成29年度京都市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度京都市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

平成29年度京都市土地取得特別会計歳入歳出決算

 平成29年度京都市市公債特別会計歳入歳出決算

平成29年度京都市一般会計歳入歳出決算



議案番号 議決日 審議結果

報14 10月25日 認定

報15 10月25日 認定

報16 10月25日 認定

報17 10月25日 認定

報18 10月25日 認定

議案番号 議決日 審議結果

市会議13 10月25日 原案可決

市会議14 10月25日 原案可決

市会議15 10月25日 原案可決

市会議16 10月25日 原案可決

市会議17 10月25日 原案可決

市会議18 10月25日 原案可決

市会議19 10月25日 原案可決

市会議20 10月25日 否決

市会議21 10月25日 否決

市会議22 10月25日 否決

市会議23 10月25日 原案可決

市会議24 10月25日 原案可決

請願番号 議決日 審議結果

請願59～
　172

10月25日 不採択

今年度の一連の災害を踏まえた災害対策を求める決議

山本ひろふみ議員に対する問責決議

件　　　　　　　　　　　　　　名

生活保護基準の引下げ撤回と保護制度の改善を求める意見書

消費税増税中止を求める意見書

消費税増税凍結を求める意見書

幼児教育・保育の無償化に係る国への意見書

キャッシュレス社会の実現を求める意見書

水道施設の戦略的な老朽化対策を求める意見書

平成29年度京都市公共下水道事業特別会計決算

平成29年度京都市自動車運送事業特別会計決算

児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書

件　　　　　　　　　　　　　　名

学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書

地震や台風等の災害対策に関する意見書

地方消費者行政に対する財政支援（交付金等）の継続・拡充を求める意
見書

件　　　　　　　　　　　　　　名

９月市会審議結果（議員提出議案）

平成29年度京都市水道事業特別会計決算

消費税増税中止の要請

９月市会請願審査結果

平成29年度京都市高速鉄道事業特別会計決算

平成29年度京都市立病院機構病院事業債特別会計歳入歳出決算



（議長記者会見資料） 

平成３０年１０月２５日 

市 会 事 務 局 

平成３０年度京都市会議員研修について 

１ 実施日時    平成３０年９月２６日（水） 午後１時～午後３時

２ 場  所    市会議場

３ 講  師     伊藤 之雄 氏 

         （京都大学名誉教授）

４ テ ー マ    「京都市役所開庁１２０年を振り返る―近代京都の

都市改造と公共性―」 

５ 参 加 者    議員（６６名） 

※ その他，約６０名が傍聴 



（議長記者会見資料） 

平成３０年１０月２５日 

市 会 事 務 局 

第１６回世界歴史都市会議への参加報告について 

１ 会議日程  平成３０年９月７日（金）～９日（日）

２ 場  所  ブルサ市（トルコ） ダジャーレ・カルチャーセンター

３ テ ー マ  「グローバル化が文化と生活様式に与える影響」 

４ 代 表 団  寺田 一博 議長，橋村 芳和 議員， 井 あきら 議員， 

（京都市会） 加藤 あい 議員， 田 孝雄 議員，山岸たかゆき 議員 

５ 主な内容  ・ラウンドテーブル（市長等政策決定者による会議） 

        ・参加各都市の取組発表 

・門川市長による基調講演 

 ※ 上記のほか，ブルサ市議会との懇談（９月９日），イスタンブール市表敬

訪問（９月１０日）を実施 

＜ブルサ宣言採択の様子＞         ＜ブルサ市議会との懇談の様子＞ 

京都市会マスコットキャラクター 

 またきち    マタリーヌ 


