
付議事件議決結果一覧 
 

平成３１年３月定例月議会 第１日（３月５日） 

日程 事件番号 事     件     名 議決結果 

１ 報告第 26号 専決事項の報告について 聴  取 

２ 議案第 107号 平成３１年度大阪府枚方市一般会計予算 議事延期 

３ 議案第 108号 平成３１年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計予算 議事延期 

４ 議案第 109号 平成３１年度大阪府枚方市土地取得特別会計予算 議事延期 

５ 議案第 110号 平成３１年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計予算 議事延期 

６ 議案第 111号 平成３１年度大阪府枚方市財産区特別会計予算 議事延期 

７ 議案第 112号 平成３１年度大阪府枚方市介護保険特別会計予算 議事延期 

８ 議案第 113号 平成３１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 

９ 議案第 114号 
平成３１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 

１０ 議案第 115号 平成３１年度大阪府枚方市水道事業会計予算 議事延期 

１１ 議案第 116号 平成３１年度大阪府枚方市病院事業会計予算 議事延期 

１２ 議案第 117号 平成３１年度大阪府枚方市下水道事業会計予算 議事延期 

１３ 議案第 127号 市立ひらかた子ども発達支援センター条例の制定について 原案可決 

１４ 議案第 128号 枚方市事務分掌条例の一部改正について 原案可決 

１５ 議案第 129号 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正について 原案可決 

１６ 議案第 130号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 原案可決 



 

１７ 議案第 131号 枚方市名誉市民条例の一部改正について 原案可決 

１８ 議案第 132号 枚方市土地改良事業分担金等条例の一部改正について 原案可決 

１９ 議案第 133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 

２０ 議案第 134号 
枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部

改正について 
原案可決 

２１ 議案第 135号 
枚方市包括的支援事業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 

２２ 議案第 136号 
枚方市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 
原案可決 

２３ 議案第 137号 
枚方市一般廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条

例の一部改正について 
原案可決 

２４ 議案第 138号 
市長の調査等の対象となる出資法人を定める条例の一部改

正について 
原案可決 

２５ 議案第 139号 枚方市附属機関条例の一部改正について 原案可決 

２６ 議案第 140号 枚方市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 原案可決 

２７ 議案第 141号 枚方市基金条例の一部改正について 原案可決 

２８ 議案第 142号 平成３１年度包括外部監査契約の締結について 原案可決 

２９ 議案第 143号 和解案の受諾について 原案可決 

３０ 議案第 118号 平成３０年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第９号） 原案可決 

３１ 議案第 119号 
平成３０年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算

（第５号） 
原案可決 

３２ 議案第 120号 
平成３０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 

３３ 議案第 121号 
平成３０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 



 

３４ 議案第 122号 
平成３０年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算（第

５号） 
原案可決 

３５ 議案第 123号 
平成３０年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第５号） 
原案可決 

３６ 議案第 124号 
平成３０年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算（第６

号） 
原案可決 

３７ 議案第 125号 
平成３０年度大阪府枚方市病院事業会計補正予算（第４

号） 
原案可決 

３８ 議案第 126号 
平成３０年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算（第６

号） 
原案可決 

３９ 請願第９号 図書館東香里分室の存続に関する請願 
文教常任委員会 
付  託 

４０ ― 休会について 

 
決  定 

 
 
３月６日

～ 
３月11日 
のうち、
市の休日
を 除 く 
４ 日 間 



付議事件議決結果一覧 

 

平成３１年３月定例月議会 第２日（３月１２日） 

日程 事件番号 事     件     名 議決結果 

１ 議案第 107号 平成３１年度大阪府枚方市一般会計予算 議事延期 

２ 議案第 108号 平成３１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 109号 平成３１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 110号 平成３１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 111号 平成３１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 112号 平成３１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 113号 平成３１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 114号 
平成３１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 115号 平成３１年度大阪府枚方市水道事業会計予算 議事延期 

１０ 議案第 116号 平成３１年度大阪府枚方市病院事業会計予算 議事延期 

１１ 議案第 117号 平成３１年度大阪府枚方市下水道事業会計予算 議事延期 

※この日は藤田幸久議員、工藤衆一議員、池上典子議員が質疑を行いました。 



 

平成３１年３月定例月議会 第３日（３月１３日） 

日程 事件番号 事     件     名 議決結果 

１ 議案第 107号 平成３１年度大阪府枚方市一般会計予算 議事延期 

２ 議案第 108号 平成３１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 109号 平成３１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 110号 平成３１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 111号 平成３１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 112号 平成３１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 113号 平成３１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 114号 
平成３１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 115号 平成３１年度大阪府枚方市水道事業会計予算 議事延期 

１０ 議案第 116号 平成３１年度大阪府枚方市病院事業会計予算 議事延期 

１１ 議案第 117号 平成３１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14日 
（１日間） 

 ※この日は野口光男議員、田口敬規議員、西田政充議員が質疑を行いました。 



 

平成３１年３月定例月議会 第４日（３月１５日） 

日程 事件番号 事     件     名 議決結果 

１ 議案第 107号 平成３１年度大阪府枚方市一般会計予算 原案可決 

２ 議案第 108号 平成３１年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計予算 原案可決 

３ 議案第 109号 平成３１年度大阪府枚方市土地取得特別会計予算 原案可決 

４ 議案第 110号 平成３１年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計予算 原案可決 

５ 議案第 111号 平成３１年度大阪府枚方市財産区特別会計予算 原案可決 

６ 議案第 112号 平成３１年度大阪府枚方市介護保険特別会計予算 原案可決 

７ 議案第 113号 平成３１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 

８ 議案第 114号 
平成３１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 

９ 議案第 115号 平成３１年度大阪府枚方市水道事業会計予算 原案可決 

１０ 議案第 116号 平成３１年度大阪府枚方市病院事業会計予算 原案可決 

１１ 議案第 117号 平成３１年度大阪府枚方市下水道事業会計予算 原案可決 

１２ 報告第 27号 専決事項の報告について 聴  取 

１３ 議案第 147号 春日小学校給食調理場改修工事請負契約締結について 原案可決 

１４ 議案第 148号 
枚方市立香里ケ丘図書館建設工事（建築工事）請負契約締

結について 
原案可決 

１５ 議案第 149号 損害賠償の額を定めることについて 原案可決 

１６ 議案第 150号 損害賠償の額を定めることについて 原案可決 



 

１７ 議案第 146号 平成３０年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第１０号） 原案可決 

１８ 議案第 144号 教育長の任命の同意について 

同  意 
 

奈 良  渉 

１９ 議案第 145号 教育委員会委員の任命の同意について 
同  意 

 
谷元 紀之 

２０ 意見書第101号  妊婦が安心できる医療提供体制の構築等を求める意見書 原案可決 

２１ 意見書第102号  
食品ロス削減に向けたさらなる取り組みの推進を求める意

見書 
原案可決 

２２ 意見書第103号  ＵＲ賃貸住宅ストックの活用を求める意見書 原案可決 

２３ 意見書第104号  農林水産物・食品の輸出力強化を求める意見書 原案可決 

２４ 意見書第105号  
２０１９年１０月からの消費税率１０％への引き上げ中止

を求める意見書 
否  決 

２５ 意見書第106号  大阪府の教育環境の充実を求める意見書 否  決 

２６ 意見書第107号  
女性の経済的自立の促進に向け所得税法の見直しを求める

意見書 
否  決 

２７ 意見書第108号  
国民健康保険の抜本的改善と統一保険料の引き下げを求め

る意見書 
否  決 

２８ 意見書第109号  
加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を

求める意見書 
否  決 

２９ ― 休会について 

決  定 
 

 

 

 

 

 

 

 

３月18日
～ 

４月25日 
のうち、
市の休日
を 除 く 
2 8 日 間 


