
                                

津 田 議 長 記 者 会 見 

 

 

                          平成２８年１２月９日 

                            午後０時３０分～ 

                           （市会運営委員会室） 

 

１ １１月市会の議案審議結果 

 

２ 京都市立高校生と京都市会議員による意見交換会 

 

３ 海外行政調査の実施報告 

 

 



＊　可決には「同意」及び「可と認める」を含む。

　３件

　０件

　０件 　５件　５件

　２件

１１月市会審議結果総括表

否　　決

６８件

件　　数

市長提出議案

可　　決

６８件

採　　択 不　採　択

　５件

件　　数

請　　願

議員提案(意見書)
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議案番号 議決年月日 審議結果

議202 28.12.9 原案可決

議203 同　上 同　上

議204 同　上 同　上

議205 同　上 同　上

議206 同　上 同　上

議207 同　上 同　上

議208 同　上 同　上

議209 同　上 同　上

議210 同　上 同　上

議211 同　上 同　上

議212 同　上 同　上

議213 同　上 同　上

議214 同　上 同　上

議215
～議228

同　上 同　上

議229
～議233

同　上 同　上

議234 同　上 同　上

議235 同　上 同　上

議236 同　上 同　上

議237 同　上 同　上

議238 同　上 同　上

議239 同　上 同　上

議240 同　上 同　上

議241 同　上 同　上

議242 同　上 同　上

議243 同　上 同　上

市道路線の廃止について

損害賠償の額の決定について

京都市中央斎場整備工事（火葬炉改修工事）請負契約の締結につい
て

京都市立西大路小学校増築工事請負契約の締結について

指定管理者の指定について（京都市環境保全活動センター）

指定管理者の指定について（京都会館）

１１月市会審議結果（市長提出議案）

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制定について

平成28年度京都市一般会計補正予算

平成28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

京都市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について

件　　　　　　　　　　　　　　名

当せん金付証票の発売金額について

平成28年度京都市一般会計補正予算

平成28年度京都市水道事業特別会計補正予算

平成28年度京都市公共下水道事業特別会計補正予算

京都市消防関係手数料条例の制定について

京都市立幼稚園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

指定管理者の指定について（京都市勧業館）

指定管理者の指定について（保健福祉局関係）

指定管理者の指定について（都市計画局関係）

京都市老人いこいの家条例を廃止する条例の制定について

京都市円山公園条例の制定について

平成28年度京都市自動車運送事業特別会計補正予算

平成28年度京都市高速鉄道事業特別会計補正予算

京都市会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当の支給に関する条
例の一部を改正する条例の制定について
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議244 28.12.9 原案可決

議245 同　上 同　上

議246 同　上 同　上

議247 同　上 同　上

議248 同　上 同　上

議249 同　上 同　意

議250 同　上 同　上

議251 同　上 同　上

議252 同　上 同　上

議253 同　上 同　上

議254 同　上 同　上

議255 同　上 同　上

議256 同　上 同　上

諮6 同　上 可と認める

諮7 同　上 同　上

諮8 同　上 同　上

諮9 同　上 同　上

諮10 同　上 同　上

諮11 同　上 同　上

諮12 同　上 同　上

諮13 同　上 同　上

諮14 同　上 同　上

諮15 同　上 同　上

諮16 同　上 同　上

諮17 同　上 同　上

諮18 同　上 同　上

京都市職員の勤務時間，休日，休暇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

京都市土地利用審査会委員の任命について（冨阪　裕一）

京都市土地利用審査会委員の任命について（田中　俊夫）

京都市土地利用審査会委員の任命について（山田　文）

人権擁護委員の推薦について（安藤　順法）

京都市土地利用審査会委員の任命について（神吉　紀世子）

京都市土地利用審査会委員の任命について（小山　里奈）

人権擁護委員の推薦について（新山　つばさ）

京都市土地利用審査会委員の任命について（松本　薫）

京都市職員の配偶者同行休業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

京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

京都市教育委員会委員の任命について（笹岡　隆平）

京都市土地利用審査会委員の任命について（森口　匠）

人権擁護委員の推薦について（早川　久仁子）

人権擁護委員の推薦について（田中　行夫）

人権擁護委員の推薦について（鈴木　悦子）

人権擁護委員の推薦について（森　卓也）

人権擁護委員の推薦について（髙原　保幸）

人権擁護委員の推薦について（德岡　曉尚）

人権擁護委員の推薦について（岡田　典子）

人権擁護委員の推薦について（大江　忠行）

人権擁護委員の推薦について（富田　千果子）
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議案番号 議決年月日 審議結果

市会議23 28.12.9 可　決

市会議24 同　上 同　上

市会議25 同　上 否　決

市会議26 同　上 同　上

市会議27 同　上 同　上

請願番号 議決年月日 審査結果

請願28 28.12.9 不採択

請願29 同　上 同　上

請願31 同　上 同　上

請願32 28.11.29 同　上

請願34 28.12.9 同　上

件　　　　　　　　　　　　　　名

家庭ごみ袋代の値下げ

いわゆる「年金カット法案」の撤回等を求める意見書の提出につい
て

１１月市会審議結果（議員提出議案）

社会保障の充実と地域経済の発展を目指すための地方財政措置を求
める意見書の提出について

国民年金等改定法案の撤回を求める意見書の提出について

件　　　　　　　　　　　　　　名

駅ホームにおける転落事故防止対策の強化を求める意見書の提出に
ついて

全員制の中学校給食の実施

原発事故避難者の無償住宅支援継続の要請

安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求
める意見書の提出について

             １１月市会請願審査結果

家庭ごみ袋代の値下げ

大宮消防出張所の廃止に関する説明会の開催
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（議長記者会見資料） 

平成２８年１２月９日 

市 会 事 務 局 

 

京都市立高校生と京都市会議員による意見交換会について 

 

１ 開催日時 

  平成２８年１２月２７日（火） 午後１時～午後３時１５分（予定） 

 

２ 開催場所 

  市会第５会議室（市役所本庁舎２階） 

 

３ 参加者 

 ○ 市立高校生 ３５名 

 ○ 市会議員（市会改革推進委員） １５名 

   寺田かずひろ委員長，井坂博文副委員長，平山よしかず副委員長，鈴木マサホ副委員長， 

 

加藤あい委員，西村善美委員，西山信昌委員，中野洋一委員，こうち大輔委員， 

大津裕太委員 

 

４ 当日のプログラム概要 

 ○ 開会挨拶 

 ○ 市会及び議員の活動内容の紹介 

 ○ グループディスカッション 【テーマ「観光政策」】 

（テーマに関する課題の洗い出し，解決策の検討，検討結果の発表） 

 ○ 各グループの発表内容に対する講評 

 ○ テーマに関する会派の見解の発言 

 ○ 議場見学 

 ○ 議員への質問タイム 

 ○ 閉会挨拶 

 
京都市会マスコットキャラクター 

  またきち・マタリーヌ 
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（議長記者会見資料） 

平成２８年１２月９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・内容 

   デンマーク 

   ・ コペンハーゲン市，オーフス市 

     デンマーク及び都市部のエネルギー政策について                

   ・ サムソ島，ロラン島 

     小規模地域における住民主導の取組について 

 

４ 調査期間 

   平成２８年１０月３１日（月）から１１月８日（火）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 

 

６ 緊急提言書 

   平成２８年１１月３０日（水）に，門川市長に対し，以下の３点について提言している。 

   ⑴ 多様な視点から環境教育をより一層拡充すること。 

   ⑵ 住民参加による地域活性化・地域再生の視点を持った制度を構築すること。 

   ⑶ 京都府や近隣自治体，企業等と連携し，持続可能な地域社会を構築すること。 

 

７ 今後の予定 

   報告会の開催，報告書の作成 等 

京都市会マスコットキャラクター 

  またきち・マタリーヌ 


