
                               

寺 田 議 長 記 者 会 見

                        平成３０年５月３１日

                   午後０時３０分～

                          （市会運営委員会室）

１ ５月市会の議案審議結果

    

２ 台南市議会との友好交流協定の締結



意見書

決議

※　可決には「同意」及び「可と認める」を含む。

１件

５月市会審議結果総括表

件　　数 可　　決 否　　決

３５件 ０件

議員提出
議案

９件 ６件 ３件

市長提出議案 ３５件

２件 １件



議案番号 議決日 審議結果

議68 5月31日 原案可決

議69 5月31日 原案可決

議70 5月31日 原案可決

議71 5月31日 原案可決

議72 5月31日 原案可決

議73 5月31日 原案可決

議74 5月31日 原案可決

議75 5月31日 原案可決

議76 5月31日 原案可決

議77 5月31日 原案可決

議78 5月31日 原案可決

議79 5月31日 原案可決

議80 5月31日 原案可決

議81 5月31日 原案可決

議82 5月31日 原案可決

議83 5月31日 原案可決

議84 5月31日 原案可決

議85 5月31日 原案可決

議86 5月31日 原案可決

議87 5月31日 原案可決

議88 5月31日 原案可決

議89 5月31日 原案可決

件　　　　　　　　　　　　　　名

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

平成30年度京都市一般会計補正予算

市道路線の廃止について

市道路線の認定について

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

京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等
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

京都駅八条口旅客自動車待機場等条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業太秦東部
地区第一種市街地再開発事業施行規程を廃止する条例の制定について

京都市里道管理条例の一部を改正する条例の制定について

５月市会審議結果（市長提出議案）

京都市市税条例等の一部を改正する条例の制定について

京都市社会福祉奨学基金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

京都市消防団員等公務災害等補償条例の全部を改正する条例の制定につ
いて

京都市立小学校条例の一部を改正する条例の制定について

京都市空き家等の活用，適正管理等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

京都市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について



議90 5月31日 原案可決

議91 5月31日 原案可決

議92 5月31日 原案可決

議93 5月31日 原案可決

議94 5月31日 原案可決

議95 5月31日 原案可決

議96 5月31日 原案可決

議97 5月31日 原案可決

議98 5月21日 同意

議99 5月21日 同意

諮1 5月31日 可と認める

諮2 5月31日 可と認める

諮3 5月31日 可と認める

通称を命名する権利の付与の対象とする施設について（京都市宝が池公
園運動施設フットサルコート）

動産の取得について

損害賠償の額の決定について

京都市八条市営住宅団地再生事業実施契約の締結について

京都市監査委員の選任について（天方　浩之）

京都市監査委員の選任について（繁　隆夫） 

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（水産事務所棟等解体撤去工事）
請負契約の変更について

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

損害賠償の額の決定について

向日市道路線の認定の承諾について

人権擁護委員の推薦について（瀬戸　孝章）

人権擁護委員の推薦について（渡　正子）

人権擁護委員の推薦について（大西　芳秀）



議案番号 議決日 審議結果

市会議1 5月31日 原案可決

市会議2 5月31日 原案可決

市会議3 5月31日 原案可決

市会議4 5月31日 原案可決

市会議5 5月31日 原案可決

市会議6 5月31日 原案可決

市会議7 5月31日 否決

市会議8 5月31日 否決

市会議9 5月31日 否決

市会議10 5月31日 原案可決

市会議11 5月31日 否決

旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書の提出につい
て

地域材の利用拡大推進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

５月市会審議結果（議員提出議案）

件　　　　　　　　　　　　　　名

ヘルプマーク及びヘルプカードの更なる普及推進を求める意見書の提出
について

子どもの医療費支給制度の拡充についての決議について

「働き方改革」一括法案から高度プロフェッショナル制度の削除を求め
る意見書の提出について

生活保護基準の引下げを中止し，2013年以前の基準に戻すことを求める
意見書の提出について

京都市子ども医療費支給制度の拡充に関する決議について

環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ11）に関する意見書の提出について

下水道施設の改築に係る国庫補助の継続に関する意見書の提出について

日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書の提出
について



（議長記者会見資料）

平成３０年５月３１日

市 会 事 務 局

台南市議会との友好交流協定締結について

この度，京都市会は，台湾の台南市議会との友好交流関係をより一層促進するため，    

頼 美恵（ﾗｲﾐｴ）台南市議会議長をはじめとする議会代表団をお迎えし，下記のとおり，   

友好交流に関する協定の締結式を行います。

なお，他都市の議会との協定締結は，京都市会初の取組です。

記

１ 日時

  平成３０年６月１３日（水） 午前１０時２０分～

２ 場所

  市会運営委員会室（市役所本庁舎２階 西側）

３ 出席者（予定）

寺田 一博 京都市会議長，湯浅 光彦 京都市会副議長 ほか

頼 美恵(ﾗｲ ﾐｴ) 台南市議会議長 ほか議員１０名

４ 次第（予定）

⑴ 開 会

⑵ 協定書への署名

⑶ 両議長挨拶

⑷ 閉 会

５ 協定締結に至る経過・議会における交流状況  ※ 主なもの

平成２４年４月 台南市が世界歴史都市連盟（会長市：京都市）に加盟

平成２４年９月 台南市長が京都市長を表敬訪問（市会議員同席）

平成２５年１２月 台南市副市長が京都市長を表敬訪問（市会議員同席）

平成２９年１月 台南市議会訪問団が京都市会を訪問

平成２９年８月 台南市長，台南市議会議員等の訪問団が京都市会議長・市長を表敬訪問

平成２９年１０月 京都市会議長が台南市議会議長・台南代理市長を表敬訪問

平成３０年１月 台南市議会議長から，両議会間の交流協定締結を求める親書を受理

＜参考：台南市について＞

台湾南西部に位置する，台湾で最も早くに開かれた古都。人口約１８８万人。寺院や廟など，

数多くの史跡・文化財が残されていることから，「台湾の京都」とも呼ばれる，歴史都市，観光

都市。

京都市会初！

議会同士の交流の絆に！

京都市会マスコットキャラクター

またきち   マタリーヌ


