
                                

田 中 議 長 記 者 会 見 

 
 

令和４年３月２５日 
１ ６ 時 ３ ０ 分 ～ 
（市会第３会議室） 

 
 
１ 令和４年２月市会の議案審議結果 

 

２ 姉妹都市キエフ市への義援金の送付について 

 

３ 寄付受納（京都市会議場３Ｄ映像）について 

 



条例

意見書

決議

※　可決には「同意」を含む

4件 4件 0件

令和4年2月市会審議結果総括表

件　　数 可　　決 否　　決

0件124件※市長提出議案 124件

0件 1件

件　　数 採　　択 不　採　択

2件 0件2件

請　　願 1件

議員提出
議案

1件 1件 0件



議案番号 議決日 審議結果

議170 3月1日 原案可決

議171 3月1日 原案可決

議172 3月1日 原案可決

議173 3月1日 原案可決

議174 3月1日 原案可決

議175 3月1日 原案可決

議176 3月1日 原案可決

議177 3月1日 原案可決

議178 3月25日 原案可決

議179 3月25日 原案可決

議180 3月25日 原案可決

議181 3月25日 原案可決

議182 3月25日 原案可決

議183 3月1日 原案可決

議184 3月1日 原案可決

議185 3月1日 原案可決

議186 3月1日 原案可決

議187 3月1日 原案可決

議188 3月1日 原案可決

議189 3月1日 原案可決

議190 3月1日 原案可決

議191 3月25日 原案可決

議192 3月25日 原案可決

議193 3月25日 原案可決

議194 3月25日 原案可決

京都市新北庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約の締結につ
いて

件　　　　　　　　　　　　　　名

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（Ａ地区）並びに
京都市立芸術大学（Ｂ地区）新築工事請負契約の変更について

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（Ａ地区）新築工
事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約の変更について

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

京都市立芸術大学（Ｂ地区）新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請
負契約の変更について

京都市立芸術大学（Ｃ地区）新築工事請負契約の変更について

令和4年2月市会審議結果（令和3年度分市長提出議案）

市道路線の認定について

令和３年度京都市後期高齢者医療特別会計補正予算

令和３年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計補正予算

京都市新北庁舎（仮称）新築工事請負契約の変更について

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

京都市細街路にのみ接する建築物の制限等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３年度京都市一般会計補正予算

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

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（Ａ地区）新築工
事（電気設備工事）請負契約の変更について

令和３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

令和３年度京都市介護保険事業特別会計補正予算

令和３年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算

令和３年度京都市高速鉄道事業特別会計補正予算

令和３年度京都市自動車運送事業特別会計補正予算

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

京都市高速鉄道事業経営健全化計画の策定について

京都市新北庁舎（仮称）新築工事（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

損害賠償の額の決定について



議案番号 議決日 審議結果

議1 3月25日 原案可決

議2 3月25日 原案可決

議3 3月25日 原案可決

議4 3月25日 原案可決

議5 3月25日 原案可決

議6 3月25日 原案可決

議7 3月25日 原案可決

議8 3月25日 原案可決

議9 3月25日 原案可決

議10 3月25日 原案可決

議11 3月25日 原案可決

議12 3月25日 原案可決

議13 3月25日 原案可決

議14 3月25日 原案可決

議15 3月25日 原案可決

議16 3月25日 原案可決

議17 3月25日 原案可決

議18 3月25日 原案可決

議19 3月25日 原案可決

議20 3月25日 原案可決

議21 3月25日 原案可決

議22 3月25日 原案可決

議23 3月25日 原案可決

議24 3月25日 原案可決

議25 3月25日 原案可決

議26 3月25日 原案可決

議27 3月25日 原案可決

議28 3月25日 原案可決

令和4年2月市会審議結果（令和4年度分市長提出議案）
件　　　　　　　　　　　　　　名

京都市久世ふれあい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

京都市無鄰菴等条例の一部を改正する条例の制定について

京都コンサートホール条例の一部を改正する条例の制定について

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

京都市租税特別措置法関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

京都市国際交流会館条例の一部を改正する条例の制定について

京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正する条例の制定につい
て

京都市文化会館条例の一部を改正する条例の制定について

令和４年度京都市水道事業特別会計予算

令和４年度京都市公共下水道事業特別会計予算

令和４年度京都市自動車運送事業特別会計予算

令和４年度京都市高速鉄道事業特別会計予算

京都市非居住住宅利活用促進税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

令和４年度京都市農業集落排水事業特別会計予算

令和４年度京都市土地区画整理事業特別会計予算

令和４年度京都市土地取得特別会計予算

令和４年度京都市市公債特別会計予算

令和４年度京都市立病院機構病院事業債特別会計予算

京都会館条例の一部を改正する条例の制定について

令和４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

令和４年度京都市国民健康保険事業特別会計予算

令和４年度京都市介護保険事業特別会計予算

令和４年度京都市後期高齢者医療特別会計予算

令和４年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計予算

令和４年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計予算

令和４年度京都市一般会計予算



議案番号 議決日 審議結果

議29 3月25日 原案可決

議30 3月25日 原案可決

議31 3月25日 原案可決

議32 3月25日 原案可決

議33 3月25日 原案可決

議34 3月25日 原案可決

議35 3月25日 原案可決

議36 3月25日 原案可決

議37 3月25日 原案可決

議38 3月25日 原案可決

議39 3月25日 原案可決

議40 3月25日 原案可決

議41 3月25日 原案可決

議42 3月25日 原案可決

議43 3月25日 原案可決

議44 3月25日 原案可決

議45 3月25日 原案可決

議46 3月25日 原案可決

議47 3月25日 原案可決

議48 3月25日 原案可決

議49 3月25日 原案可決

議50 3月25日 原案可決

議51 3月25日 原案可決

議52 3月25日 原案可決

議53 3月25日 原案可決

議54 3月25日 原案可決

議55 3月25日 原案可決

議56 3月25日 原案可決

議57 3月25日 原案可決

京都市市民緑地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

京都市大宮交通公園条例の一部を改正する条例の制定について

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

京都市市街化調整区域における開発許可等の基準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

京都市醍醐交流会館条例の一部を改正する条例の制定について

京都市景観・まちづくりセンター条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

京都市長寿すこやかセンター条例の一部を改正する条例の制定について

京都市障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設条例の一部を改正す
る条例の制定について
京都市障害者スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定につい
て
京都市障害者教養文化・体育会館条例の一部を改正する条例の制定につ
いて
京都市福祉ボランティア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

京都市黒田トレーニングホール条例の一部を改正する条例の制定につい
て

京都市武道センター条例の一部を改正する条例の制定について

京都市市民スポーツ会館条例の一部を改正する条例の制定について

京都市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について

京都市市民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

京都市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について

京都市動物園条例の一部を改正する条例の制定について

京都市体育館条例の一部を改正する条例の制定について

京都市地域体育館条例の一部を改正する条例の制定について

件　　　　　　　　　　　　　　名

京都市西京極総合運動公園条例の一部を改正する条例の制定について

京都市横大路運動公園条例の一部を改正する条例の制定について

京都市宝が池公園運動施設条例の一部を改正する条例の制定について

京都市京北運動公園条例の一部を改正する条例の制定について



議案番号 議決日 審議結果

議58 3月25日 原案可決

議59 3月25日 原案可決

議60 3月25日 原案可決

議61 3月25日 原案可決

議62 3月25日 原案可決

議63 3月25日 原案可決

議64 3月25日 原案可決

議65 3月25日 原案可決

議66 3月25日 原案可決

議67 3月25日 原案可決

議68 3月25日 原案可決

議69 3月25日 原案可決

議70 3月25日 原案可決

議71 3月25日 原案可決

議72 3月25日 原案可決

議73 3月25日 同意

議74 3月25日 同意

議75 3月25日 同意

議76 3月25日 同意

議77 3月25日 同意

議78 3月25日 同意

議79 3月25日 同意

議80 3月25日 同意

議81 3月25日 同意

議82 3月25日 同意

議83 3月25日 同意

議84 3月25日 同意

議85 3月25日 同意

議86 3月25日 同意

久御山町と京都市との間の放課後児童健全育成事業に係る事務の委託に
関する規約の設定に関する協議について

京都市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について

京都市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正
する条例の制定について
京都市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の制定につい
て
京都市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

京都市青少年科学センター条例の一部を改正する条例の制定について

京都市観光駐車場条例の一部を改正する条例の制定について

京都市学校歴史博物館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（京都市みぶ身体障害者福祉会館）

八幡市と京都市との間の放課後児童健全育成事業に係る事務の委託に関
する規約の設定に関する協議について

京都市宝が池公園子どもの楽園条例の一部を改正する条例の制定につい
て

京都市円山公園条例の一部を改正する条例の制定について

京都市野外活動施設花背山の家条例の一部を改正する条例の制定につい
て

京都市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定につい
て
京都市準用河川流水占用料等に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（水野正也）

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（池内隆人）

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（ 孝司）

京都市農業委員会委員の任命について（齋藤治喜）

京都市農業委員会委員の任命について（阪本純子）

京都市固定資産評価審査委員会委員の選任について（中川朋子）

京都市農業委員会委員の任命について（明田肇）

京都市農業委員会委員の任命について（𫝆井澄子）

京都市農業委員会委員の任命について（大野容且）

京都市農業委員会委員の任命について（大橋宗治）

京都市農業委員会委員の任命について（樹下ちえ子）

京都市農業委員会委員の任命について（久保幸恵）

京都市農業委員会委員の任命について（田中章仁）

京都市農業委員会委員の任命について（戸田秀司）

件　　　　　　　　　　　　　　名



議案番号 議決日 審議結果

議87 3月25日 同意

議88 3月25日 同意

議89 3月25日 同意

議90 3月25日 同意

議91 3月25日 同意

議92 3月25日 同意

議93 3月25日 同意

議94 3月25日 同意

議95 3月25日 同意

議96 3月25日 同意

議97 3月25日 同意

議98 3月25日 同意

議99 3月25日 原案可決

議案番号 議決日 審議結果

市会議14 2月17日 原案可決

市会議15 3月1日 原案可決

市会議16 3月25日 原案可決

市会議17 3月25日 原案可決

市会議18 3月25日 原案可決

市会議19 3月25日 原案可決

市会議20 3月25日 原案可決

請願番号 議決日 審議結果

請願1117 3月25日 不採択

姉妹都市キエフ市をはじめとする各都市へのロシアによる軍事侵攻に抗
議する決議

令和4年2月市会審議結果（議員提出議案）
件　　　　　　　　　　　　　　名

いきいき市民活動センターの利用料金値上げの中止

令和4年2月市会請願審査結果

豊田恵美議員に対する問責決議

件　　　　　　　　　　　　　　名

件　　　　　　　　　　　　　　名

京都市農業委員会委員の任命について（比賀守）

京都市農業委員会委員の任命について（藤田親正）

加齢性難聴者に対する補聴器購入に係る公的補助制度の創設を求める意
見書
介護職員の処遇改善に関する手続の簡素化と対象職種の拡大を求める意
見書

地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書

京都市農業委員会委員の任命について（星野佐紀子）

京都市農業委員会委員の任命について（堀内眞治）

京都市農業委員会委員の任命について（水澤琢哉）

京都市農業委員会委員の任命について（山田耕司）

京都市農業委員会委員の任命について（山本一夫）

包括外部監査契約の締結について（堀田喜代司）

京都府公安委員会委員の推薦について（在田正秀）

市会議員の議員報酬及び期末手当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
ウクライナからの避難民受入れに対する地方自治体への支援を求める意
見書

京都市農業委員会委員の任命について（長谷川 ）

京都市農業委員会委員の任命について（長谷川博司）

京都市農業委員会委員の任命について（端清 ）

京都市農業委員会委員の任命について（林光男）



（議長記者会見資料） 

 

令和４年３月２５日 

京 都 市 会 事 務 局 

(担当 総務課 TEL 222-3700) 

 

 

姉妹都市キエフ市への義援金の送付について 

 

ロシアによる軍事的侵攻を受けたキエフ市民の皆様が一日も早く平和な日々を

取り戻し，キエフ市を復興させる一助としていただくため，京都市会として，下記

のとおり，キエフ市関係機関に対し，義援金を送付することとしましたので，お知

らせします。 

 

記 

 

１ 義援金の額 

１００万円 

  【内訳】 

   正副議長  ２０，０００円（一人あたり） 

   議  員  １５，０００円（一人あたり） 

 

２ 送付先 

  京都・キエフ姉妹都市提携５０周年記念事業実行委員会を通じて，キエフ市関係

機関に送付することを予定しています。 

 



（議長記者会見資料）                      
令和４年３月２５日 
京 都 市 会 事 務 局 
(担当:総務課 電話:222-3700) 

 
 

 

 

寄付受納（京都市会議場３Ｄ映像）について 

 

 この度，株式会社exAgent
エクスエージェント

から，京都市会議場の３Ｄ映像について寄付の申出が

ありました。これを受け，下記のとおり寄付受納式を執り行いますので，お知らせし

ます。 

 
記 

 
１ 日 時 

  令和４年３月３０日（水）午後１時３０分～午後２時 

 
２ 場 所 

  市役所本庁舎３階 第一応接室 

 
３ 寄付者 

  株式会社 exAgent 

  代表取締役社長 中山 智博 氏 

   
４ 寄付物品 

  京都市会議場３Ｄ映像データ（２５万円相当） 

  ※京都市会ホームページで３０日から閲覧できます。 

   https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/ 

 

５ 出席者 

  （寄 付 者）中山 智博 株式会社 exAgent 代表取締役社長 

  （京都市会）田中 明秀 京都市会議長 

         田 孝雄 京都市会副議長 

        寺田 一博 議員 

（京 都 市）門川 大作 京都市長 

 

 

（裏面あり） 

京都市会マスコットキャラクター 
またきち 

寄付いただいた 

３Ｄ映像は，京都市会 

ホームページなど， 

広報活動に利用します。 

京都市会マスコットキャラクター  
マタリーヌ 

耐震改修工事が完了した新しい市会議場を３

Ｄ映像で見ることができます！ 



６ 次 第 

  ・出席者紹介 

  ・寄付者挨拶（株式会社 exAgent 代表取締役社長 中山 智博） 

  ・寄付物品の贈呈 

  ・感謝状の贈呈（田中 明秀 京都市会議長） 

  ・感謝状の贈呈（門川 大作 京都市長） 

  ・記念撮影 

  ・３Ｄ映像の概要説明 

  ・歓談 

 

７ 参 考 

  （会社概要） 

  会社名 ：株式会社 exAgent 

  設立  ：2016 年（平成 28 年）11 月 1 日 

  事業内容：3D スキャニング・3D アーカイブ作成・3D コンテンツ作成，コミュニ

ケーションデザイン・コミュニケーションロボットの企画開発，セキ

ュリティシステム企画開発及び販売 

                                                                                                                             


