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議 案 の 議 決 結 果　【２月通常会議】
２月通常会議に提出された議案（市長提案）と議決結果は次のとおりです。

◆市長提案
議案 件　　　　名 議決結果

第１号
H27 一般会計予算（修正案） 可決（多数）
H27 一般会計予算（修正部分を除く原案） 可決（多数）

第２号 H27 国民健康保険事業特別会計予算 可決（多数）
第３号 H27 農業集落排水事業特別会計予算 可決（全員）
第４号 H27 卸売市場事業特別会計予算 可決（全員）
第５号 H27 財産区特別会計予算 可決（全員）
第６号 H27 駐車場事業特別会計予算 可決（全員）
第７号 H27 介護保険事業特別会計予算 可決（多数）
第８号 H27 堅田駅西口土地区画整理事業特別会計予算 可決（多数）
第９号 H27 後期高齢者医療事業特別会計予算 可決（多数）
第10号 H27 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 可決（全員）
第11号 H27 学校給食事業特別会計予算 可決（全員）
第12号 H27 病院事業会計予算 可決（全員）
第13号 H27 介護老人保健施設事業会計予算 可決（全員）
第14号 H27 水道事業会計予算 可決（全員）
第15号 H27 下水道事業会計予算 可決（全員）
第16号 H27 ガス事業会計予算 可決（全員）
第17号 市立幼稚園保育料等に関する条例の制定 可決（多数）
第18号 児童福祉施設条例の一部改正等 可決（全員）
第19号 市立母子生活支援施設条例の一部改正 可決（全員）
第20号 子育て総合支援センター条例の一部改正 可決（全員）
第21号 都市公園条例の一部改正 可決（全員）
第22号 教育相談センター条例の一部改正 可決（全員）
第23号 市民プール条例の一部改正 可決（全員）
第24号 市長等倫理条例の制定 可決（全員）
第25号 市職員倫理条例の制定 可決（全員）
第26号 平成27年度における職員の給与の特例に関する条例の制定 可決（全員）
第27号 小児慢性特定疾病審査会条例の制定 可決（全員）

第28号 介護保険法に基づく地域包括支援センターにおける
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定 可決（全員）

第29号 工場立地法準則条例の制定 可決（多数）
第30号 まちなか交流館条例の制定 可決（多数）
第31号 大津祭曳山展示館条例の制定 可決（多数）
第32号 街並み博物館条例の廃止 可決（全員）
第33号 附属機関設置条例の一部改正 可決（多数）
第34号 市長による教育に関する事務の管理執行に関する条例の一部改正 可決（全員）

第35号 市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する
条例の一部改正 可決（全員）

第36号 行政手続条例の一部改正 可決（全員）
第37号 交通安全対策会議条例の一部改正 可決（全員）
第38号 市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の一部改正 可決（全員）
第39号 子どものいじめの防止に関する条例の一部改正（修正案） 可決（多数）
第40号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正 可決（多数）
第41号 公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 可決（多数）
第42号 教育公務員の給与に関する条例の一部改正 可決（多数）
第43号 市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正 可決（全員）
第44号 公営企業管理者の給与等に関する条例の一部改正 可決（全員）
第45号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正 可決（全員）
第46号 常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部改正 可決（全員）
第47号 職員退職手当支給条例の一部改正 可決（全員）
第48号 手数料条例の一部改正 可決（全員）
第49号 病院事業の設置等に関する条例の一部改正 可決（全員）
第50号 市立児童クラブ条例の一部改正 可決（全員）
第51号 ※障害者総合支援法に基づく関係条例の一部改正 可決（全員）

議案 件　　　　名 議決結果
第52号 介護保険条例の一部改正 可決（多数）
第53号 介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部改正 可決（全員）

第54号 老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部改正 可決（全員）

第55号 社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部改正 可決（全員）

第56号 老人福祉センター条例の一部改正 可決（多数）
第57号 老人デイサービスセンター条例の一部改正 可決（多数）
第58号 国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正 可決（全員）
第59号 企業立地促進条例の一部改正 可決（全員）
第60号 自動車駐車場条例の一部改正 可決（全員）

第61号 道路法第24条の２の規定に基づき駐車料金を
徴収する自動車駐車場に関する条例の一部改正 可決（全員）

第62号 建築基準条例の一部改正 可決（全員）
第63号 指定管理者の指定（道の駅 妹子の郷 地域振興施設） 可決（全員）
第64号 包括外部監査契約の締結 可決（全員）
第65号 町及び字の区域の変更 可決（全員）
第66号 H26 一般会計補正予算（第7号） 可決（全員）
第67号 H26 国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号） 可決（全員）
第68号 H26 農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 可決（全員）
第69号 H26 卸売市場事業特別会計補正予算（第3号） 可決（全員）
第70号 H26 財産区特別会計補正予算（第3号） 可決（全員）
第71号 H26 駐車場事業特別会計補正予算（第2号） 可決（全員）
第72号 H26 介護保険事業特別会計補正予算（第4号） 可決（全員）
第73号 H26 堅田駅西口土地区画整理事業特別会計補正予算（第3号） 可決（全員）
第74号 H26 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号） 可決（多数）
第75号 H26 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第1号） 可決（全員）
第76号 H26 病院事業会計補正予算（第3号） 可決（全員）
第77号 H26 介護老人保健施設事業会計補正予算（第1号） 可決（全員）
第78号 H26 水道事業会計補正予算（第1号） 可決（全員）
第79号 H26 下水道事業会計補正予算（第2号） 可決（全員）
第80号 H26 ガス事業会計補正予算（第2号） 可決（全員）
第81号 非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正 可決（全員）

第82号 介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定 可決（全員）

第83号
介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び
運営並びに指定介護予防支援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等を定める条例の制定

可決（全員）

第84号 介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正 可決（多数）

第85号 介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正 可決（多数）

第86号
介護保険法に基づく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等を定める条例の一部改正

可決（多数）

第87号
介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、
設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正

可決（全員）

第88号 介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、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 可決（全員）

第89号 老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備
及び運営に関する基準を定める条例の一部改正 可決（多数）

第90号 ※障害者総合支援法に基づく関係条例の一部改正 可決（全員）
第91号 公平委員会委員の選任 同意（全員）
第92号 固定資産評価審査委員会委員の選任 同意（全員）
第93号 平野財産区管理会財産区管理委員の選任 同意（全員）
第94号 訴訟上の和解 可決（全員）

※ ｢障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律｣ を、通称 ｢障害者総合支援法｣ で表記しています。


