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平成26年度一般会計等決算が認定される
大阪市会は、
おもに平成 26 年度公営・準公営企業会計決算や一般会計等
決算などを審議する平成 27 年第３回定例会を開きました。
一般会計等の決算報告については、11月26日の本会議において、市長の
説明を受けた後、
決算特別委員会を設置・付託し、
右に記載の日程により、
審
査を行い、12 月17日の本会議において、
賛成多数により認定しました。
このほか、12 月17日の本会議では、一般会計補正予算や空家等対策の推
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ご覧ください。
なお、
１月14日・15日に行われた各会派の一般質問の概要

（付託案件の審査）

については、３月１日に発行予定の「大阪市会だより平成 28 年３月号」に
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的・臨時的経費の圧縮などに引き続き

た教育活動を展開できる人材を広く求

での全員喫食を１・２年生に拡大して

に取り組んだ結果、授業の質や学びの

取り組んだ結果、実質的な決算規模は

めることを目的に、内外公募によって

おり、平成 28 年度は、全校・全学年で全

質において一定の成果が見られまし

抑制基調を維持しており、実質収支も

行ってきましたが、平成 25 年度採用の

員喫食にできるよう調理事業者等と調
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しかし、大阪市の今後の財政収支概
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可欠であると答弁しました。
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