平成 21年から 30 年までの茨木市議会での主なで
きごとと、同じ年にあった茨木市でのできごとを紹
介します。茨木市議会基本条例の制定や、本会議のイ
ンターネット配信開始など、この 10 年間で多くの議
会改革に取り組みました。

1月
茨木市議会
インターネット中継の Web 画面

（定数 30人、立候補 39人）

本会議のライブ中継および
録画映像をインターネットで
配信開始

3月

平成23年
3月
3月

本会議において一問一答方式を導入
3月 （一般質問において実施し、
一括方式・複合方式の選択制とする）

東北地方太平洋沖地震の
義援金送付(50 万円）
「東北地方太平洋沖地震に
関する決議」を可決

「茨木市議会議員の議員報酬等に
4月 関する条例」を改正、長期欠席者に対す
る議員報酬の減額措置を規定

平成21年
1月 第 17 回市議会議員選挙

3月

4月

政務調査費を1人月額 8 万円
から4 万円に減額

4月

会派行政視察
（議員派遣）の年額を
1人当たり18 万円から15 万円に減額

「議会、委員会、幹事長会、会派及
1月 び議員において、政策立案（条例提
案）
及び政策提言する場合の
取り扱いについて」決定

9月

11月

「JR 茨木駅の整備改善に
6月 関する決議」を可決

4月

政治倫理条例策定会議を
設置

6月

政務活動費の収支報告書
などをホームページで公開

6月

「2025日本万国博覧会の
大阪誘致に対する決議」を可決

7月

市長提出議案
61年ぶりに否決
・茨木市立市民体育館条例の一部改正について
・茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例の
一部改正について

市制施行 70 周年議会記念誌
編さん委員会を設置

いばらきスカイパレット

大相撲 稀勢の里が横綱昇進。
日本出身力士では19年ぶり

第 3 回茨木市議会
報告会を開催

新名神高速道路、
茨木市に茨木千提寺ICとPAが誕生

12月 市民会館閉館

「議会改革推進委員会の
設置について」を可決

12月

（定数 28 人、立候補 43人）

平成27年

2017

立命館大学大阪いばらきキャンパスが
茨木市に開設

11月 初の茨木市議会報告会を開催

平成 23 年度の議会運営委員会、
4月 特別委員会の視察を自粛し、
会派視察は 1人当たり5 万円を減額

（定数 32 人、立候補 36人）

本会議、委員会において、理事者側に発言
趣旨に対する確認の機会を付与する

3月

新名神高速道路
茨木千提寺パーキングエリア

1月 第 19回市議会議員選挙

JR 茨木駅東口
3月 「いばらきスカイパレット」
供用開始

第 18 回市議会議員選挙

平成29年

ラグビーワールドカップ、日本代表が
南アフリカ代表に歴史的勝利

市が災害警戒本部または
災害対策本部を設置した場合における、
各議員への情報伝達体制を策定

FIFAワールドカップロシア大会
開催

18 歳選挙権導入
熊本地震発生

2014

平成30年

リオデジャネイロオリンピック夏季大会開催

1月 茨木市制施行 70 周年

3 年ぶりに茨木辯天花火大会が復活

2012

東日本大震災発生

2011
2009

バンクーバーオリンピック冬季大会
開催
FIFAワールドカップ南アフリカ大会
開催

平成26年

自公連立政権誕生

2月 「北部地域整備対策特別委員会の

平成24年
図書館、生涯学習センター、
男女共生センターへの議会日程の掲示を開始

6月

当初予算議決後、幹事長会において議会費の詳細を報告。
3月 報告後、議会ホームページにも掲載し、議会費予算の周知を行う

南市民体育館

平成22年
市議会と龍谷大学が
2月 「地域人材育成に係る
相互協力に関する協定」を締結

10月

議会改革・活性化検討委員会を設置。
同検討委員会に議会基本条例検討部会
と議会広報等検討部会を設置

12月

「ロシア大統領の北方領土訪問に対し、
毅然とした外交姿勢を求める決議」を可決

12月

「尖閣諸島沖における
中国漁船衝突事件に関する抗議決議」を可決

市議会だよりの充実
（質疑概要の掲載時に会派名及び
3月 質疑者名を掲載、議案に対する各議員の賛否一覧を掲載）

3月

4月
6月
6月
9月

茨木市議会

70th

1月

2月

「本会議及び委員会における附帯
決議の取り扱いについて」決定

設置について」、
「市街地整備対策
特別委員会の設置について」を可決

6月

市議会と立命館大学が
「連携協力に関する協定」を締結

常任委員会において
議員間討議を実施

6月

市長の施政方針の説明の際に本会議に
おける初の手話通訳を実施

11月 第 2回茨木市議会報告会を開催

3月

4月 市長選挙、福岡洋一氏当選

6月

「市民会館跡地等整備対策
特別委員会の設置について」を可決

茨木松ケ本線
アンダーパス開通

3月 JR 総持寺駅開業

「議会の請求に基づく監査の結果（監報第４号）に
関する調査特別委員会の設置を求める動議」を可決
「議会の請求に基づく監査の結果（監報第４号）に
関する調査特別委員会（百条調査特別委員会）
調査報告書」を賛成者多数で承認

12月

「茨木市議会議員定数条例の
12月 一部改正について」を可決
（定数 30人→28 人）

本会議においては議事日程、発言通告書、議案の
概要を配付するなど傍聴者への資料提供を行う

4月 市長選挙、木本保平氏当選

生涯学習センターきらめき

08

FIFAワールドカップブラジル大会開催

富士山が
世界文化遺産に

ロンドンオリンピック夏季大会開催

3月

平成28年

ソチオリンピック冬季大会開催

ＪＲ総持寺駅

2010

民主党政権誕生

あべのハルカス全面開業

2018
平昌オリンピック冬季大会
開催
大阪北部地震発生

2016

2015

2013

新名神高速道路
茨木千提寺ＩＣ

平成25年

立命館大学
大阪いばらきキャンパス

4月

JR 茨木駅
リニューアルオープン

10月

政務活動費を1人月額 4 万円から
2 万 5000 円に減額

「『（仮称）茨木市議会議員政治倫理条例』
制定に関する決議」を可決

12月

議員提出議案の掲載や委員会視察の報告の掲載など、
市議会ホームページを充実
「茨木市議会議員定数条例の
一部改正について」を可決
（定数 32 人→30人）

彩都の西部地区に
彩都西公園オープン
「茨木市議会基本条例の
制定について」を可決

茨木辯天花火大会

彩都西公園

茨木市議会

70th 09

