
山 本 議 長 記 者 会 見

令和２年１０月２７日 

午 後 ４ 時 ～ 

（市会第３会議室） 

１ ９月市会の議案審議結果 

２ 令和２年度京都市会議員研修 

３ 市内全域への新聞折込みチラシによる広告



議員提出
議案

意見書

※　可決には「認定」を含む

165件

９月市会審議結果総括表

件　　数 採　　択 不　採　択

継続審査

1件

０件

請　　願 165件 0件

件　　数 可　　決 否　　決

10件 9件 1件

73件
（うち２件は撤回）

70件 ０件市長提出議案



議案番号 議決日 審議結果

議79 10月27日 原案可決

議80 10月27日 原案可決

議81 － （継続審査）

議82 10月27日 原案可決

議83 10月27日 原案可決

議84 － (撤回を承認)

議85 － (撤回を承認)

議86 10月27日 原案可決

議87 10月27日 原案可決

議88 10月27日 原案可決

議89 10月27日 原案可決

議90
～106

10月27日 原案可決

議107 10月27日 原案可決

議108 10月27日 原案可決

議109 10月27日 原案可決

議110 10月27日 原案可決

議111 10月27日 原案可決

議112 10月27日 原案可決

議113 10月27日 原案可決

議114 10月27日 原案可決

議115 10月27日 原案可決

議116 9月29日 原案可決

議117 9月29日 原案可決

議118 9月29日 原案可決

議119 9月29日 原案可決

議120 10月27日 原案可決

議121 10月27日 原案可決

９月市会審議結果（市長提出議案）

訴訟上の和解について

令和元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

京都市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について

京都市地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の最低責任限度額を定
め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

件　　　　　　　　　　　　　　名

京都市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例の制定について

訴えの提起について

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

京都市特定環境保全公共下水道公債償還基金条例を廃止する条例の制定
について

令和２年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算

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

訴えの提起について

市道路線の認定について

京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について

令和２年度京都市一般会計補正予算

市道路線の廃止について

訴えの提起について

京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に
関する条例の一部を改正する条例の制定について

訴えの提起について

令和２年度京都市介護保険事業特別会計補正予算

下鳥羽市営住宅改修工事請負契約の変更について

令和２年度京都市後期高齢者医療特別会計補正予算

祟仁市営住宅増築工事（祟仁南部新3棟及び新4棟（仮称）新築工事）請
負契約の変更について

指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係）

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

令和元年度京都市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



議案番号 議決日 審議結果

議122～
134

10月27日 原案可決

報2 10月27日 認定

報3 10月27日 認定

報4 10月27日 認定

報5 10月27日 認定

報6 10月27日 認定

報7 10月27日 認定

報8 10月27日 認定

報9 10月27日 認定

報10 10月27日 認定

報11 10月27日 認定

報12 10月27日 認定

報13 10月27日 認定

報14 10月27日 認定

報15 10月27日 認定

報16 10月27日 認定

報17 10月27日 認定

報18 10月27日 認定

議案番号 議決日 審議結果

市会議9 10月27日 原案可決

市会議10 10月27日 原案可決

市会議11 10月27日 原案可決

市会議12 10月27日 原案可決

市会議13 10月27日 原案可決

市会議14 10月27日 原案可決

市会議15 10月27日 否決

令和元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

令和元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

令和元年度京都市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

令和元年度京都市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

令和元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

令和元年度京都市公共下水道事業特別会計決算

令和元年度京都市自動車運送事業特別会計決算

令和元年度京都市市公債特別会計歳入歳出決算

件　　　　　　　　　　　　　　名

新型コロナウイルス感染症の影響下における公営企業の損失補填を求め
る意見書

９月市会審議結果（議員提出議案）

令和元年度京都市高速鉄道事業特別会計決算

令和元年度京都市水道事業特別会計決算

令和元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

９月市会審議結果（市長提出議案）
件　　　　　　　　　　　　　　名

令和元年度京都市一般会計歳入歳出決算

令和元年度京都市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

動産の取得について

令和元年度京都市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

令和元年度京都市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

令和元年度京都市土地取得特別会計歳入歳出決算

令和元年度京都市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた適切な介護報酬への改定を
求める意見書
介護サービス事業所の減収対策について，介護報酬の特例措置を中止し
直接支援を求める意見書

医療機関への財政支援及び公衆衛生の充実・強化を求める意見書

義務教育における30人学級の推進を求める意見書

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地
方税財源の確保を求める意見書

防災・減災，国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書



議案番号 議決日 審議結果

市会議16 10月27日 原案可決

市会議17 10月27日 原案可決

市会議18 10月27日 原案可決

請願番号 議決日 審議結果

請願785
～899

10月27日 不採択

請願900
～949

10月27日 不採択消費税率５パーセント以下への引下げの要請

９月市会請願審査結果

消費税率５パーセント以下への引下げの要請

コンビニ交付サービスを活用したり災証明書の交付を求める意見書

９月市会審議結果（議員提出議案）

GIGAスクール構想への継続的な財政支援を求める意見書

地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書

件　　　　　　　　　　　　　　名

件　　　　　　　　　　　　　　名



■ 問合せ先
 京都市会事務局調査課 議員研修担当

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地
ＴＥＬ：０７５－２２２－３６９７ ＦＡＸ：０７５－２２２－３７１３

  ホームページアドレス https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/

（広報資料）                       

令和２年１０月２７日  

京 都 市 会 事 務 局

（担当 調査課 TEL 222-3697）

令和２年度京都市会議員研修について 

 例年，議員が市会議場に一堂に会し実施している議員研修について，今年度は，ウイズ

コロナ社会に即した新たな取組として，事前に収録した講師のお話を，議員が動画で視聴

する形で実施します。 

 テーマは，新型コロナウイルスについて，感染者や医療従事者等に対する差別やバッシ

ング等の倫理的な問題を踏まえた「ウイズコロナ社会における新型ウイルスとの向き合い

方」です。 

 講師は，新型コロナウイルス感染症対策分科会をはじめ，厚生労働省や東京都において

対策に関わっておられる武藤香織東京大学教授です。 

市民の皆様も，京都市会ホームページから動画を御視聴いただけますので，是非御覧く

ださい。 

記

１ テ ー マ ウイズコロナ社会における新型ウイルスとの向き合い方 

２ 講  師 武藤 香織 氏 

       東京大学医科学研究所公共政策研究分野教授 

       新型コロナウイルス感染症対策分科会構成員，厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策アドバイザリーボードメンバー，東京都iCDC専門家ボード構成員 

３ 公開場所 京都市会ホームページ上

       ※ 動画へのリンクを京都市会ホームページのお知らせ一覧（下記 URL）

にて，下記の期間公開いたします。

         なお，現時点では公開しておりませんので，御注意ください。 

(URL https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/news/index02.html) 

４ 配信期間 令和２年１１月２５日（水）～令和２年１２月１０日（木）

（武藤香織氏の略歴等） 

〇 略歴 

   1995 年慶應義塾大学大学院社会学研究科修了。東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻，

財団法人医療科学研究所，米国ブラウン大学，信州大学を経て，2007 年より東京大学医科学研

究所准教授，2013 年より現職 

〇 主な委員歴 

・日本生命倫理学会 理事（2017 年 12 月～現在） 

・内閣官房 健康・医療戦略推進専門調査会 委員（2015 年～現在）  

・内閣官房 ゲノム医療実現推進協議会 構成員（2015 年～現在） 

今年は動画配信（YouTube）で実施しますので， 

市民の皆様も是非御覧ください！ 京都市会マスコットキャラクター 

 またきち    マタリーヌ 


