
付議事件議決結果一覧 
 

平成２７年第１回枚方市議会定例会 第１日（３月４日） 

日程 事件番号 事     件     名 議決結果 

１ ― 会期の決定 

決  定 
 
 
 
 

２ 報告第 27号 専決事項の報告について 承  認 

３ 報告第 28号 専決事項の報告について 聴  取 

４ 議案第 82号 平成２７年度大阪府枚方市一般会計予算 議事延期 

５ 議案第 83号 平成２７年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計予算 議事延期 

６ 議案第 84号 平成２７年度大阪府枚方市土地取得特別会計予算 議事延期 

７ 議案第 85号 平成２７年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計予算 議事延期 

８ 議案第 86号 平成２７年度大阪府枚方市財産区特別会計予算 議事延期 

９ 議案第 87号 平成２７年度大阪府枚方市介護保険特別会計予算 議事延期 

１０ 議案第 88号 平成２７年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計予算 議事延期 

１１ 議案第 89号 
平成２７年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特

別会計予算 
議事延期 

１２ 議案第 90号 平成２７年度大阪府枚方市水道事業会計予算 議事延期 

１３ 議案第 91号 平成２７年度大阪府枚方市病院事業会計予算 議事延期 

１４ 議案第 92号 平成２７年度大阪府枚方市下水道事業会計予算 議事延期 

１５ 議案第101号 枚方市附属機関条例の一部改正について 原案可決 

１６ 議案第102号 
職員の定年等に関する条例及び職員の再任用に関する条例

の一部改正について 
原案可決 

１７ 議案第103号 枚方市職員給与条例の一部改正について 原案可決 

１８ 議案第104号 枚方市手数料条例の一部改正について 原案可決 

３月４日
～ 

３月16日
の13日間 



 

１９ 議案第105号 枚方市立留守家庭児童会室条例の一部改正について 原案可決 

２０ 議案第106号 枚方市デイサービスセンター条例の一部改正について 原案可決 

２１ 議案第107号 枚方市介護保険条例の一部改正について 
厚生常任委員会 
付  託 

２２ 議案第108号 
枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例

等の一部改正について 
原案可決 

２３ 議案第109号 
枚方市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正につい

て 
原案可決 

２４ 議案第110号 
枚方市建築基準法関係事務条例及び枚方市手数料条例の一

部改正について 
原案可決 

２５ 議案第111号 枚方市立幼稚園条例の一部改正について 原案可決 

２６ 議案第112号 枚方市保健所事務手数料条例の一部改正について 原案可決 

２７ 議案第113号 枚方市食品衛生法等施行条例の一部改正について 原案可決 

２８ 議案第114号 枚方市社会福祉審議会条例の一部改正について 原案可決 

２９ 議案第115号 
枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害
福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正について 

原案可決 

３０ 議案第116号 平成２７年度包括外部監査契約の締結について 原案可決 

３１ 議案第117号 
（仮称）東部スポーツ公園第１期施設整備工事請負変更契

約締結について 
原案可決 

３２ 議案第118号 
枚方市学習環境整備ＰＦＩ事業に係る事業変更契約締結に

ついて 
原案可決 

３３ 議案第119号 枚方寝屋川消防組合規約の変更に関する協議について 原案可決 

３４ 議案第 93号 平成２６年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第６号） 原案可決 

３５ 議案第 94号 
平成２６年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
原案可決 

３６ 議案第 95号 
平成２６年度大阪府枚方市土地取得特別会計補正予算（第

１号） 
原案可決 

３７ 議案第 96号 
平成２６年度大阪府枚方市財産区特別会計補正予算（第１

号） 
原案可決 

３８ 議案第 97号 
平成２６年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算（第

４号） 
原案可決 

３９ 議案第 98号 
平成２６年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算（第３

号） 
原案可決 



 

４０ 議案第 99号 
平成２６年度大阪府枚方市市立枚方市民病院事業会計補正

予算（第２号） 
原案可決 

４１ 議案第100号 
平成２６年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算（第３

号） 
原案可決 

４２ 請願第 12号 
図書館及び生涯学習市民センターへの指定管理者制度導入

に関する請願 
総務常任委員会 
付  託 

４３ 請願第 13号 
図書館及び生涯学習市民センターへの指定管理者制度導入

に関する請願 
文教常任委員会 
付  託 

４４ 請願第 14号 国保料、介護保険料の引き下げを求める請願 
厚生常任委員会 
付  託 

４５ 請願第 15号 
公費による低所得者の介護保険料軽減措置を国に求める請

願 
厚生常任委員会 
付  託 

４６ ― 休会について 

 
決  定 

 
 
３月５日

～ 
３月10日 
のうち、
市の休日
を 除 く 
４ 日 間 



平成２７年第１回枚方市議会定例会 第２日（３月１１日） 

日程 事件番号 事     件     名 議決結果 

１ 議案第 82号 平成２７年度大阪府枚方市一般会計予算 議事延期 

２ 議案第 83号 平成２７年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計予算 議事延期 

３ 議案第 84号 平成２７年度大阪府枚方市土地取得特別会計予算 議事延期 

４ 議案第 85号 平成２７年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計予算 議事延期 

５ 議案第 86号 平成２７年度大阪府枚方市財産区特別会計予算 議事延期 

６ 議案第 87号 平成２７年度大阪府枚方市介護保険特別会計予算 議事延期 

７ 議案第 88号 平成２７年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計予算 議事延期 

８ 議案第 89号 
平成２７年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特

別会計予算 
議事延期 

９ 議案第 90号 平成２７年度大阪府枚方市水道事業会計予算 議事延期 

１０ 議案第 91号 平成２７年度大阪府枚方市病院事業会計予算 議事延期 

１１ 議案第 92号 平成２７年度大阪府枚方市下水道事業会計予算 議事延期 

※この日は大森由紀子議員、松浦幸夫議員、木村亮太議員が質疑を行いました。 



平成２７年第１回枚方市議会定例会 第３日（３月１２日） 

日程 事件番号 事     件     名 議決結果 

１ 議案第 82号 平成２７年度大阪府枚方市一般会計予算 議事延期 

２ 議案第 83号 平成２７年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計予算 議事延期 

３ 議案第 84号 平成２７年度大阪府枚方市土地取得特別会計予算 議事延期 

４ 議案第 85号 平成２７年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計予算 議事延期 

５ 議案第 86号 平成２７年度大阪府枚方市財産区特別会計予算 議事延期 

６ 議案第 87号 平成２７年度大阪府枚方市介護保険特別会計予算 議事延期 

７ 議案第 88号 平成２７年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計予算 議事延期 

８ 議案第 89号 
平成２７年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特

別会計予算 
議事延期 

９ 議案第 90号 平成２７年度大阪府枚方市水道事業会計予算 議事延期 

１０ 議案第 91号 平成２７年度大阪府枚方市病院事業会計予算 議事延期 

１１ 議案第 92号 平成２７年度大阪府枚方市下水道事業会計予算 議事延期 

１２ ― 休会について 

決  定 
 

３月13日 
（１日間） 

 ※この日は前田富枝議員、鍜治谷知宏議員、堀井 勝議員、石村淳子議員が質疑を行いました。 



平成２７年第１回枚方市議会定例会 第４日（３月１６日） 

日程 事件番号 事     件     名 議決結果 

１ 請願第 12号 
図書館及び生涯学習市民センターへの指定管理者制度導入

に関する請願             （委員長報告） 
不 採 択 

２ 請願第 13号 
図書館及び生涯学習市民センターへの指定管理者制度導入

に関する請願             （委員長報告） 
不 採 択 

３ 議案第107号 枚方市介護保険条例の一部改正について （委員長報告） 原案可決 

４ 請願第 14号 
国保料、介護保険料の引き下げを求める請願 

                   （委員長報告） 
不 採 択 

５ 請願第 15号 
公費による低所得者の介護保険料軽減措置を国に求める請

願                  （委員長報告） 
不 採 択 

６ 議案第123号 枚方市国民健康保険条例の一部改正について 原案可決 

７ 議案第 82号 平成２７年度大阪府枚方市一般会計予算 原案可決 

８ 議案第 83号 平成２７年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計予算 原案可決 

９ 議案第 84号 平成２７年度大阪府枚方市土地取得特別会計予算 原案可決 

１０ 議案第 85号 平成２７年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計予算 原案可決 

１１ 議案第 86号 平成２７年度大阪府枚方市財産区特別会計予算 原案可決 

１２ 議案第 87号 平成２７年度大阪府枚方市介護保険特別会計予算 原案可決 

１３ 議案第 88号 平成２７年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決 

１４ 議案第 89号 
平成２７年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特

別会計予算 
原案可決 

１５ 議案第 90号 平成２７年度大阪府枚方市水道事業会計予算 原案可決 

１６ 議案第 91号 平成２７年度大阪府枚方市病院事業会計予算 原案可決 

１７ 議案第 92号 平成２７年度大阪府枚方市下水道事業会計予算 原案可決 

１８ 議案第121号 
枚方市職員給与条例及び枚方市職員の退職手当に関する条

例の一部改正について 
原案可決 

１９ 議案第122号 
枚方市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて 
原案可決 

 



２０ 議案第124号 

枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例附則第２項の規定によりなおその

効力を有するものとされた同条例第４条の規定による改正

前の枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定

介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について 

原案可決 

２１ 議案第120号 平成２６年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第７号） 原案可決 

２２ 
委員会提出 

議案第６号 
枚方市議会会議規則の一部改正について 原案可決 

２３ 意見書第112号 
ドクターヘリの安全で安定的な事業継続に対する支援を求

める意見書 
原案可決 

２４ 意見書第113号 法整備を含むヘイトスピーチ対策の強化を求める意見書 原案可決 

２５ 意見書第114号 
核兵器のない世界に向けた法的枠組み構築への取り組みを

求める意見書 
原案可決 

２６ 意見書第115号 
ＵＲ賃貸住宅に安心して住み続けられる家賃制度等を求

める意見書 
否  決 

２７ 意見書第116号 農業の発展に必要な生産基盤整備の拡充を求める意見書 原案可決 

２８ 意見書第117号 子育て支援の拡充を求める意見書 原案可決 

２９ 意見書第118号 一括交付金制度の復活を求める意見書 否  決 

３０ 意見書第119号 
雇用の維持と拡大、中小企業の育成と発展に資する税制

の確立を求める意見書 
否  決 

３１ 意見書第120号 最低賃金の引き上げを求める意見書 否  決 

３２ 意見書第121号 労働法制の改悪に対する慎重論議を求める意見書 否  決 

３３ 意見書第122号 核兵器全面禁止の決断と行動を求める意見書 否  決 

３４ 意見書第123号 
辺野古周辺海域等における過剰警備及び埋め立て作業の中

止を求める意見書 
否  決 

 


