
                                

津 田 議 長 記 者 会 見 

 

 

                         平成２８年１０月２７日 

                              午前１１時～ 

                           （市会運営委員会室） 

 

１ ９月市会について 

   ・議案審議結果 

   ・議員研修の実施 

 

２ 市会としての手話言語条例制定後の取組 

 

３ 海外行政調査の実施 

 

 



意見書

決　議 　２件 　１件 １件

件　　数 採　　択 不　採　択

可　　決

８４件

議員提案

０件

１３件

市長提出議案

　８件 ５件

９月市会審議結果総括表

否　　決

８４件

件　　数

可　　決 否　　決

議員の派遣 　　１件 　　１件 ０件

請　　願 　１件 　０件 　１件

件　　数
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議案番号 議決年月日 審議結果

議139 28.9.28 原案可決

議140 28.10.26 同　上

議141 同　上 同　上

議142 同　上 同　上

議143 同　上 同　上

議144 同　上 同　上

議145 同　上 同　上

議146 同　上 同　上

議147 同　上 同　上

議148 同　上 同　上

議149 同　上 同　上

議150 同　上 同　上

議151 同　上 同　上

議152 同　上 同　上

議153 同　上 同　上

議154 同　上 同　上

議155 同　上 同　上

議156
～議182

同　上 同　上

議183 同　上 同　上

議184
～議195

同　上 同　上

議196 同　上 同　上

議197 同　上 同　上

議198 同　上 同　上

議199 同　上 同　上

京都市立御所東小学校新築工事請負契約の変更について

損害賠償の額の決定について

平成27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

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（冷蔵冷凍設備工事）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（衛生設備工事）請負契約
の変更について

一級河川旧安祥寺川改修工事請負契約の変更について

京都駅南口駅前広場整備工事（道路改築工事）請負契約の変更につ
いて

指定管理者の指定について（保健福祉局関係）

市道路線の認定について

損害賠償の額の決定について

京都市上弓削農業集落排水処理施設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

件　　　　　　　　　　　　　　名

９月市会審議結果（市長提出議案）

平成28年度京都市一般会計補正予算

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

京都市寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する寄
附金の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

損害賠償の額の決定について

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

京都市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の制定
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

山間地域における上下水道事業を水道事業及び公共下水道事業に統
合するための関係条例の整備に関する条例の制定について

京都市議会議員及び京都市長の選挙の公営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200 28.10.26 原案可決

議201 28.9.28 同　意

報1 28.10.26 認　定

報2 同　上 同　上

報3 同　上 同　上

報4 同　上 同　上

報5 同　上 同　上

報6 同　上 同　上

報7 同　上 同　上

報8 同　上 同　上

報9 同　上 同　上

報10 同　上 同　上

報11 同　上 同　上

報12 同　上 同　上

報13 同　上 同　上

報14 同　上 同　上

報15 同　上 同　上

報16 同　上 同　上

報17 同　上 同　上

報18 同　上 同　上

報19 同　上 同　上

報20 同　上 同　上

報21 同　上 同　上

平成27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27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27年度京都市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成27年度京都市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

平成27年度京都市地域水道特別会計歳入歳出決算

平成27年度京都市京北地域水道特別会計歳入歳出決算

平成27年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計歳入歳出決算

平成27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27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27年度京都市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

平成27年度京都市雇用対策事業特別会計歳入歳出決算

平成27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27年度京都市駐車場事業特別会計歳入歳出決算

平成27年度京都市土地取得特別会計歳入歳出決算

平成27年度京都市市公債特別会計歳入歳出決算

平成27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

平成27年度京都市水道事業特別会計決算

平成27年度京都市公共下水道事業特別会計決算

平成27年度京都市自動車運送事業特別会計決算

平成27年度京都市高速鉄道事業特別会計決算

平成27年度京都市公共下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27年度京都市一般会計歳入歳出決算

京都市名誉市民の表彰について（志村ふくみ）
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議案番号 議決年月日 審議結果

市会議8 28.10.26 原案可決

市会議9 同　上 同　上

市会議10 同　上 同　上

市会議11 同　上 同　上

市会議12 同　上 同　上

市会議13 同　上 同　上

市会議14 同　上 否　決

市会議15 同　上 原案可決

市会議16 同　上 同　上

市会議17 同　上 否　決

市会議18 同　上 同　上

市会議19 同　上 同　上

市会議20 同　上 同　上

市会議21 同　上 原案可決

市会議22 同　上 否　決

請願番号 議決年月日 審査結果

請願26 28.9.28 不採択

東日本大震災による避難者用無償住宅支援の継続を求める意見書の
提出について

地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について

パリ協定の早期批准を求める意見書の提出について

件　　　　　　　　　　　　　　名

             ９月市会請願審査結果

環太平洋経済連携協定（TPP）に関する意見書の提出について

南スーダンからの自衛隊の撤退を求める意見書の提出について

労働法制の改悪に反対する意見書の提出について

京都市美術館の再整備に関する決議について

中学校給食の在り方の再検討を求める決議について

返還不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求め
る意見書の提出について

大学の学費引下げと給付制奨学金の創設等を求める意見書の提出に
ついて

「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書の提出について

チーム学校推進法の早期制定を求める意見書の提出について

今国会でTPP協定を批准しないことを求める意見書の提出について

建設労働者のアスベスト被害者の早期救済とアスベスト問題の早期
解決を求める意見書の提出について

件　　　　　　　　　　　　　　名

建築物建設の指導（中京区鍛冶屋町）

無年金者対策の推進を求める意見書の提出について

９月市会審議結果（議員提出議案）
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平成２８年度京都市会議員研修について 

 

 

１ 実施日時    平成２８年９月２１日（水） 午後１時～午後３時 

 

２ 場  所    市会議場 

 

３ 講  師     デービッド・アトキンソン 氏 

         （小西美術工藝社代表取締役社長） 

 

４ テ ー マ    「文化首都・京都の発展」 

 

 

 

 

 

 

５ 



 

（議長記者会見資料） 

平成２８年１０月２７日 

市 会 事 務 局 

 

市会としての手話言語条例制定後の取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ○ 平成２８年８月１２日 

                       市会議場において撮影 

                     ○ 平成２８年９月１７日～ 

                      １０月２１日  

                       ＭＯＶＩＸ京都で放映 

                     ○ 今後，市の主催するイベント 

                      などでも放映される予定 

 

〇 平成２８年６月１８日 

  ハートピア京都において開催 

〇 市民の手話への理解促進，普及に 

 向けたきっかけづくりに 

〇 市会からの条例制定経過説明， 

 手話劇，手話ワンポイントレッスン 

 などを実施 
 

１ 手話言語条例制定記念キックオフイベント 

２ 手話言語条例ＰＲ動画～アニメ映画「聲の形」とタイアップ～ 

 

 

〇 平成２８日９月２８日 

  市会議場において実施 

〇 市会議員自らが手話に対する 

 理解を深め，手話の普及に率先 

 して取り組むきっかけに 

〇 京都市聴覚言語障害センター 

 から講師をお招きし，よく使う 

 表現などの手話を学習 

３ 議員研修（手話研修） 

 

７ 



 

 

（議長記者会見資料） 

平成２８年１０月２７日 

市 会 事 務 局 

 

 

海外行政調査の実施について 

 

 

１ 調査テーマ 

  「省エネルギーや再生可能エネルギーによる持続可能な地域社会の実現」 

  

２ 調査目的 

  先般行った再生可能エネルギーによる持続可能な地域社会に向けた海外行政調査の所見を

活かしつつ，市政が抱える諸問題の解決のため，更なる先進都市の施策等を調査することによ

り，本市の発展に寄与することを目的とする。 

 

３ 調査場所 

   デンマーク王国（コペンハーゲン市，オーフス市，スコーピング村，サムソ島） 

 

４ 調査期間 

   平成２８年１０月３１日から１１月８日まで 

 

５ 派遣議員 

   寺田 かずひろ  山岸 たかゆき  しまもと 京司  田 中 明 秀   

    井 あきら  青 野 仁 志  平山 よしかず  鈴 木 マサホ  

   中 野 洋 一  こうち 大 輔  やまず まい子 

９ 


