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議 案 の 議 決 結 果
２月通常会議・３月特別会議に提出された議案と議決結果は次のとおりです。

議案 件　　　　名 議決結果
第１号 監査委員条例の一部改正 可決（全員）

◆議員提案
議案 件　　　　名 議決結果

第２号 市議会委員会条例の一部改正 可決（全員）

議案 件　　　　名 議決結果
第1号 H30 一般会計予算 可決（多数）
第2号 H30 国民健康保険事業特別会計予算 可決（多数）
第3号 H30 卸売市場事業特別会計予算 可決（多数）
第4号 H30 財産区特別会計予算 可決（全員）
第5号 H30 駐車場事業特別会計予算 可決（全員）
第6号 H30 介護保険事業特別会計予算 可決（多数）
第7号 H30 堅田駅西口土地区画整理事業特別会計予算 可決（全員）
第8号 H30 後期高齢者医療事業特別会計予算 可決（多数）
第9号 H30 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10号 H30 学校給食事業特別会計予算 可決（全員）
第11号 H30 病院事業債管理特別会計予算 可決（全員）
第12号 H30 水道事業会計予算 可決（多数）
第13号 H30 下水道事業会計予算 可決（多数）
第14号 H30 ガス事業会計予算 可決（多数）

第15号
H29 一般会計補正予算（第8号）【原　案】 可決（多数）
H29 一般会計補正予算（第8号）【修正案】 否 決

第16号 いじめに関する重大事態再調査委員会条例の制定 可決（全員）
第17号 H30における職員の給与の特例に関する条例の制定 可決（多数）
第18号 事務分掌条例の一部改正 可決（全員）
第19号 臨時的任用職員の給与等に関する条例の一部改正 可決（全員）
第20号 嘱託職員の報酬等に関する条例の一部改正 可決（全員）
第21号 市職員等の旅費に関する条例の一部改正 可決（全員）
第22号 手数料条例の一部改正 可決（多数）
第23号 旅館業法施行条例の一部改正 可決（全員）
第24号 特定旅館建築規制条例の一部改正 可決（全員）

第25号
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を
定める条例の一部改正

可決（全員）

第26号 児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び 
運営に関する基準を定める条例の一部改正 可決（全員）

第27号 後期高齢者医療に関する条例の一部改正 可決（全員）
第28号 介護保険条例の一部改正 可決（多数）
第29号 都市公園条例の一部改正 可決（全員）
第30号 自転車駐車場条例の一部改正 可決（全員）
第31号 市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正 可決（多数）

第32号 水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関
する条例の一部改正 可決（多数）

第33号 非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部改正 可決（全員）
第34号 財産の処分 可決（全員）
第35号 和解及び損害賠償の額を定めること 可決（全員）
第36号 損害賠償の額を定めること 可決（全員）
第37号 行政財産使用不許可処分についての審査請求に対する裁決 同意（全員）
第38号 包括外部監査契約の締結 可決（全員）
第39号 地方独立行政法人市立大津市民病院定款の一部変更 可決（全員）
第40号 固定資産評価審査委員会委員の選任 同意（全員）
第41号 H29 一般会計補正予算（第9号） 可決（全員）
第42号 H29 国民健康保険事業特別会計補正予算（第4号） 可決（全員）
第43号 H29 卸売市場事業特別会計補正予算（第3号） 可決（全員）
第44号 H29 財産区特別会計補正予算（第1号） 可決（全員）
第45号 H29 駐車場事業特別会計補正予算（第1号） 可決（全員）

◆市長提案
議案 件　　　　名 議決結果

第46号 H29 介護保険事業特別会計補正予算（第4号） 可決（全員）
第47号 H29 堅田駅西口土地区画整理事業特別会計補正予算（第4号） 可決（全員）
第48号 H29 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号） 可決（全員）
第49号 H29 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50号 H29 学校給食事業特別会計補正予算（第4号） 可決（全員）
第51号 H29 病院事業債管理特別会計補正予算（第1号） 可決（全員）
第52号 H29 水道事業会計補正予算（第3号） 可決（全員）
第53号 H29 下水道事業会計補正予算（第2号） 可決（全員）
第54号 H29 ガス事業会計補正予算（第3号） 可決（全員）

第55号 介護保険法に基づく介護医療院の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定 可決（多数）

第56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57号 〃 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（全員）

第58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59号 介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員、 
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60号 〃 介護老人保健施設の人員、施設 可決（全員）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

第61号 〃 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 可決（全員）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

第62号 〃 指 定 居 宅 サービス 等 の 事 業 の 可決（多数）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

第63号 〃 指定居宅介護支援等の事業の 可決（多数）人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正

第64号
〃 指定介護予防サービス等の事業の人員、

可決（多数）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

第65号
〃 指定介護予防支援等の事業の人員

可決（多数）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一部改正

第66号 〃 指定地域密着型サービスの事業の 可決（多数）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

第67号

〃 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68号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に基づく指定障害者支援施設の人員、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（全員）

第69号
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
の法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
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70号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備
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71号 国民健康保険条例の一部改正 可決（多数）
第72号 H29 一般会計補正予算（第10号） 可決（全員）
第73号 H30 一般会計補正予算（第１号） 可決（全員）
第74号 H30 病院事業債管理特別会計補正予算（第１号） 可決（全員）
第75号 権利の放棄 可決（全員）
第76号 地方独立行政法人市立大津市民病院中期計画の変更の認可 可決（全員）
第77号 市税条例等の一部改正 可決（多数）


