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令和３年９月１０日  

長岡京市議会 

  議長 田 村 直 義 様 

 

文教厚生常任委員会   

委員長 大 伴 雅 章   

 

 

文教厚生常任委員会・所管事務調査報告書 

 

 

 本委員会は、令和元年１０月２５日に設置されて以来、社会福祉法人長岡京市社会福祉

協議会及び公益財団法人長岡京市スポーツ協会について、鋭意、調査研究を行ってきまし

た。 

 ここに、所管事務調査の活動を総括し、会議規則第１０３条の規定により、下記の通り

報告します。 

 

記 

 

１. はじめに 

今回の所管事務調査で本市の外郭団体の代表的な団体である社会福祉協議会とスポー

ツ協会を調査対象としたのは、議会の中で補助金やそれに関する施設の建設・維持管理

等の部分でしかチェックできず、多額の公費を投入しているにも関わらず、あまりにも

その実態に触れずに審査してきた経過がある。そこで、今一度、両団体の目的・経過・

事業の中身等の学習も含めて、議員として議会として調査・研究する必要性を委員全体

で共有した結果である。 

上記の目的で調査研究を令和元年に決定し、令和２年３月議会から実際の調査研究を

開始した。しかし、令和２年２月頃から始まった新型コロナ感染が収束せず、２回予定

していた管外研修をはじめ、現地視察はスポーツ協会しかできず、また必要に応じて行

う計画であった管内研修すら満足にできず、仕方ないこととはいえ、誠に残念なことで

あった。 

そのような中、可能な限りの調査研究活動を行い、最終的には令和３年６月議会の所

管事務調査で、全委員の所感を述べていただき、そのことを踏まえ、委員長が総括報告

をするという形でまとまり、私が全員の意見を集約して以下、報告させていただく。 

 

２. 公益財団法人長岡京市スポーツ協会調査の概要 
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長岡京市スポーツ協会の前身は、スポーツ振興法が制定された昭和３７年に設立され

た社会体育振興会連合会と、昭和５５年に設立された競技団体の統括団体であるスポー

ツ団体連合会を２本柱に、昭和５６年４月５日に任意団体として、長岡京市体育協会と

いう名称で設立された。設立時の会長は当時の五十棲市長である。その後、昭和６０年

１２月１日には京都府の認可を受けて財団法人化した。 

その後、昭和６１年に西山公園体育館、平成９年にスポーツセンターがオープンし、

平成１１年に夜間照明等の設置等もあり、体育協会が長岡京市から委託を受けて管理運

営を行ってきた。 

平成２４年には、公益法人制度改革に基づいて公益財団法人へと移行し、平成３１年

４月１日に法人の名称を長岡京市スポーツ協会に変更された。 

法人名称変更の背景は、世の中が「社会教育」から「生涯学習」へと言葉が変わり、

その意味合いも大きく変わったことであった。変更された理由としては、以前は体育と

いう言葉が教育的営為であるという観点から、体育の教科や教育の現場で使われるもの

であったものが、現在は体を動かすことは自発的に取り組みをするものであり、スポー

ツの価値は実施者が決めるものであるという考え方に基づいて、自主的に地域住民が力

を合わせてスポーツの推進に努めていたということ。また、２０２１年開催予定の東京

オリンピックに向けて、国民のスポーツ熱も非常に高まる中で、国も大きな転換期を迎

え、平成３０年に日本体育協会から日本スポーツ協会へ名称変更を行った。長岡京市ス

ポーツ協会としても、構成団体の仲間意識だけではなく、これから新たに体を動かすこ

とに興味をもつ人を増やし、継続できる環境を整えれば、次世代にレガシーとしてつな

げていくことが可能ではないか、という思いを込めて名称変更を行ったとのことであっ

た。  

令和２年６月８日の評議員会により、新たな役員が就任された。どの法人も共通の悩

みである、役員の高齢化により世代交代をする必要があったため、前体制は平均年齢７

２、３歳だったが、新役員の平均年齢は約６５歳とのことである。 

役員の選出方法は、法律に基づいて一般財団法人設立に当たっての役員の選考基準が

あり、その内容を定款に定め、京都府から認可を受けているため、第三者も多く入れな

がら、有識者にさまざまな御意見を伺いながら進めている。評議員は４年間、理事と監

事は２年間の任期が定められている。 

協会の組織図に関しては、定款の第２章第４条で事業を定めており、その業務の遂行

にあたり、協会も理事会、評議員会、各種委員会を設けている。各種委員会は、子ども

スポーツ、生涯スポーツ、競技スポーツ、財務等調査の４つあわせて、協会の事業は京

都府から公益目的事業の位置づけで認定されており、それに従い事務局を置き、そこに

担当を配置し、４つの委員会、その他法人を運営する部分を、現在正規職員５名で対応

している。 

組織構成については、体育協会のときには、加盟団体という表記をしていたが、公益
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財団法人移行の際に、京都府から指導を受け、構成団体という位置づけで示している。 

構成団体は、地域スポーツの振興を図っている総合型地域スポーツクラブ協議会、競

技団体の集まりである１６種目団体のスポーツ団体連合会、１４の小中学校の学校体育

連盟、今年度登録数２１単位団の長岡京市スポーツ少年団である。 

令和２年（令和元年度）の法人の所有している資産状況は、まず、法人運営に必要不

可欠な基本財産として、５，２００万円を保有しており、そのうち長岡京市から設立時

に２，０００万円の出捐金を受けている。次に、特定資産は、退職給付の積立預金とし

て、正規職員の退職金の不足分を積み立てており、４９０万円保有している。次に、固

定資産積立預金は、保有している公用車の減価償却に基づく積立金である。最後に、ス

ポーツ少年団の育成基金は、１１９万７，４４９円保有のうち１００万円の寄付を含ん

でおり、残りが一部積み立てをしているもので、令和２年の正味財産の合計としては、

５，８５２万８，１１６円となっている。 

収支予算書については、京都府から認定されている公益目的事業の区分ごとに収支を

明らかにすることになっている。子どもスポーツ、生涯スポーツ、競技スポーツ、スポ

ーツ施設の事業体系ごとになっており、スポーツ施設は、指定管理者の業務で公益目的

事業として認められないものがあり、議員選挙など、スポーツと関係のない目的で使用

する際にはこの中に含めてはならないことになっており、収益事業会計に振り分けてい

る。最終的に、経常収益の合計額は１億５，６４１万６千円という規模で、このうち、

長岡京市から補助金、委託料、指定管理料をあわせた金額は約１億円で、全体規模の約

３分の２を占めている。 

事業ごとの課題について、まず、子どもスポーツではスポーツ少年団の育成事業の中

で、学年が変わる時期に、新型コロナウイルス感染症の影響が出た。そのため、本来な

ら、この時期に学校の運動会の練習や市民大運動会など、地域が盛り上がる時期だが、

令和２年はそれがなかった。その中で、少年団指導者制度の改革も行われており、単位

団活動にも支障が生じているため、できるだけ早く支援策を考えていき、幼児を対象と

して子どもが地域で活動できる機会をできるだけ増やしていくことが必要である。 

次に、生涯スポーツでは、役員のなり手不足が課題となっている。その中で、スポー

ツボランティアに関心を持つ方が少なからず増えているため、協会として、そのような

方々と様々な関連団体の連携を図り、実際にボランティアをしていただくことで人手不

足解消の一端を担っていただければ、と考えているとのことである。 

競技スポーツでは、コロナ禍で試合やイベントができないという問題がある。特に屋

内競技にとっては死活問題となっている。これを今後どのように解決していくかという

ことについて、協議を進めている。 

スポーツ施設については現在、利用料金の徴収が窓口での現金収受となっているが、

コロナ禍でお金を払いに来る方々の安全確保を考えれば、キャッシュレスという方向が

世の流れではないかと考え、事務的な効率化を図っていくことが課題となっている。ま
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た、指定管理者の施設については、全館ＬＥＤ照明への切りかえ、消防設備等の更新な

どが高額なため、市へ設備の改修を求めている。 

次に、将来展望については、上記の課題を受けて現在、取り組みを既に進めている。 

事業運営では、環境整備が最も大事と考えているとのことである。青少年、高齢者ま

でもが一人でも体を動かすことに親しめる、スポーツライフという言葉が言われ、国も

１億総スポーツの社会の実現を目指そうと発信している。法人は、そのような国の発信

に対して、長岡京市も積極的に取り組むべき使命がある、というふうに思っている。そ

の中で、競技を愛好する人たちにとって、今、何が足りないのか、何が必要なのかとい

うことを十分に見極めて、それに対する取り組みを確実に進めていくことを展望として

いる。 

最後に、法人の運営としては、ガバナンスコードが言われている。近年は自己説明、

公表が当たり前の社会になっている。そのため、これをしっかり行いながら、４０周年

を迎える令和７年に向かって、大きく飛躍できるように進めていきたいと考えていると

のことである。 

 

３. 社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会調査の概要 

  社会福祉協議会は第二次世界大戦後にアメリカの福祉にならい、市民からの寄付をい

ただくことで、地域で支えあうことを目的としたもので、ＧＨＱ指導のもと全国に広がっ

た団体である。長岡京市社会福祉協議会は昭和２６年に任意団体としてスタートし、昭和

４７年に社会福祉法人格を得た。 

平成４年には地域福祉センターきりしま苑に法人本部を設置し、平成１７年以降はバ

ンビオにも総合生活支援センターに指定管理者として入っており、現在は２か所の拠点

がある。 

平成元年から平成１０年頃には、ボラントピア事業という国の福祉ボランティアのま

ちづくり事業を社会福祉協議会が受けたことにより、市民の間でボランティア活動が広

まった。 

平成１７年頃、バンビオにボランティアセンターを移設した頃から、竹林や西山公園な

どの整備を中心として、福祉に限らない活動に参加したいボランティアが増加した。 

また、平成１７年から平成２４、５年頃までは総合生活支援センターと地域包括支援セ

ンターキャンバスの連携により、地域住民の個別課題を積み上げて地域課題として、新た

な社会資源の創出に集中的に取り組み、実績を上げた。 

平成２４年頃からは、その個別支援の積み上げの上に、さらに地域の役員などと協働す

る活動が増加し、赤い羽根共同募金や会員会費等の使い道が変更された。また、福祉、介

護だけではなく、興味を惹いたり活動自身に面白みがあったり、あるいは活動される方の

得意な分野を生かして、それがボランティア活動になるように工夫を重ねた。 

平成２９年頃から現在に至っては、やってみたいという活動がボランティア活動にな
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るように研鑽を積み、子どもの居場所づくりや西山の自然を守る活動、フードバンク長岡

京の事務局業務を行うなどの活動を通じて、市民の生活課題とボランティア団体の活動

が直結できるように努めている。 

現在の役員は会長、理事が１５名と幹事が２名である。評議員は２４名で、各種団体の

代表等で構成されている。組織図は、正規職員３２名、嘱託７名、市出向の職員が１名、

非常勤職員等も併せて総人数１３５名である。 

長岡京市社会福祉協議会は社会福祉事業と公益事業、収益事業が主な事業構成となっ

ている。社会福祉事業の主な中身は介護保険事業と、社会福祉協議会が行っている事業部

門のメニューが多い。きりしま苑で行っている通所介護事業や訪問介護事業、あるいは障

がい福祉の通所事業なども社会福祉事業であり、また総合生活支援センターのなかでは、

災害ボランティア事業なども社会福祉事業の中に含まれている。 

長岡京市社会福祉協議会では拠点ごとに様々な仕事を行っている。きりしま苑では介

護保険事業、配食等の事業をしており、総合生活支援センターでは地域福祉係や地域包括

支援センター等がある。そのほかにも総務係として法人の運営や済生会京都府病院の売

店経営などをしている。 

きりしま苑では入浴設備、あるいはヘルストロンが人気で、多い日になると日に２００

人ほどの方が利用される。 

現在、介護保険事業のデイサービス事業では、口腔ケアに非常に力を入れ、口を清潔に

することで感染症の予防に努め、この事業に注力してからインフルエンザで欠席される

方が実績としてゼロとなった。 

また、ホームヘルプ事業では配食の事業者が増え、調理支援は減少し、主な業務は清掃

等という形になっている。 

老人福祉活動と子育て支援事業では、きりしま苑の登録団体に部屋を貸したり、集まら

れる方々に介護保険についての勉強会を企画したり、デイサービスのケアワーカーが、普

段デイサービスで実施している体操を一般利用者と行い、介護予防に努めてもらう活動

もしている。 

また、きりしま苑を利用して、「みんなのポケット」という子どもの居場所づくりの事

業を始めた。「キッザニア」をきりしま苑でもやってみようということで、造園業者と協

力して子供が造園をしたり、市内の飲食店の協力を得て、ギョーザ作りを子供たちに教え

るなどの活動を行った。 

地域福祉係では地域役員が役員活動を負担に考えたり、自治会活動や防災訓練がうま

くいかないという相談が増加しているため、防災訓練と餅つき大会を併せた企画を行っ

た。このような企画を通じて、子供会や老人クラブなどが一緒に活動することで役員の負

担感を軽減し、諸活動を通じて地域福祉活動に興味を持つ若い人を増やそうと努めてい

る。 

障がい者生活支援事業では、地域生活支援センターキャンバスで働く障がい者自身が、
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ピアカウンセラー企画として、地域で障がいを持ちながらどうやって暮らしていけるの

かという相談に乗っている。個別の相談以外にも、小学生などからの依頼に応じて、「障

がいがあっても不便だが別に不幸ではない」という講話も行っている。 

包括支援センターは基幹・強化型と校区担当をしている。校区担当は地域の中で生活に

困っておられる方などの相談に丁寧に応じるということで、基幹・強化はそれをいかに予

防していくかということであり、個別支援と地域づくりの両側面から取組を進めている。 

きずな事業では高齢者の方と子供が一緒に朝ご飯を食べるような取組や、寺で餅つき

をするなど、たくさんの活動を行っている。最近は密を避けるためにＺｏｏｍ等を使って

それぞれ活動拠点を中継で結び、声をかけ合って画面を通じてつながりを確認しあえる

ような活動も行っている。 

また、住民団体の事務局としては、長岡京フードバンクや「みんなのお家」などの活動

にも参画している。フードバンクは生活困窮者世帯への食の支援などの窓口機能も果た

しており、金銭の貸付け以外の、生活状況改善支援の方法を確立している。食材で支援を

することで、生活困窮の方が以前より窓口に来やすくなったなど、世帯を見守る方法が増

え、課題のある市民の個別支援においても意味のある活動となっていると実感している

とのことである。 

長岡京市社会福祉協議会は経営的に厳しいということ以外に、職員構成等にも課題が

ある。正規職、嘱託職員の平均年齢は４５.０５歳で、正規職員のみでは４２.９歳となっ

ている。年度途中で退職する職員も多いので中途採用をすることが非常に多く、即戦力に

なるというメリットの一方で、年齢を重ねてから入職する職員も多いという現状であり、

なかなか職員教育が行き届かない状況に置かれている。 

また、介護現場の人材不足はかなり深刻で、デイサービス事業のケアワーカーの非常勤

は平均年齢４８.１１歳である。２０代の職員１名が少し平均を下げているが、ホームヘ

ルプ事業のうち、利用者宅で支援するホームヘルパーは平均年齢６４.０５歳で、外出支

援のガイドヘルパーは平均年齢が６６.０８歳となっている。非常に高齢化が進み、年々

平均年齢が上がるという課題に直面している。 

法人の運営の体制については、社会福祉協議会として求められているものを、時代の変

遷とともに考えていく必要性を感じている一方で、安心して地域で過ごすために何がで

きるのか、また市民活動がどのように変遷し、それにどういう支援ができるのかという視

点も大切にしているとのことである。 

令和元年度の決算状況は非常に厳しいものとなっている。事業間内部取引については、

あくまでも内部取引だが、法人会計の総合計は前期繰越額が６,８２２万４,９８７円、歳

入が５億３６６万１８５円、歳出が５億１,６２９万２,３７８円、差引き額が５,５５９

万２,７９４円で、１，２００万円ほどが単年度の赤字金額である。 

このように、長岡京市社会福祉協議会の経営状況は非常に厳しい状況にあり、事業費、

人件費等の確保が困難な状況となっている。そのため、経営改善に向けて総合ビジョンの
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策定を行うとともに、社協活動・市民活動・サービス活動をどう進めていくか、闊達に議

論をしている。これらについて、市の福祉政策室や社会福祉課とともに経営改善の協議を

これからも継続して行いたいと考えているとのことである。 

法人の将来展望について、法人の職員体制等については、安定的な運営や経営について、

市役所と協議をしつつ、社会福祉協議会自体がどうしていくか、地縁団体や当事者支援な

どに参画できる職員をどう育成していくかということについて、真剣に考えることが法

人の運営を支える上で大変重要なことである。一方で、法人運営部門を支える職員の財源

が、介護保険による公益等からの繰入金のみであるという喫緊の課題も抱えている。 

また、市民活動を応援するために、社会福祉協議会自身が独自の収益を得ていくのか、

あるいは寄付金をどう獲得していくのかについても、重要な取組となっていくと考えて

いる。職員の高齢化が進んでいる現状については、長岡京市だけでなく乙訓圏域の他の法

人や事業所も同じ悩みがあり、本会から発信をしながら、人材育成についてどのように考

えていくかという取組を進めたいとのことである。 

事業の運営については、生活上の困難さを持つ高齢者のサービス提供事業者としての

役割を継続する必要があるが、一方で介護保険事業だけでは協議会の経営を成立させる

ことは難しい、とも実感しているとのことである。このことから社協は、地域全体で不足

している障がい者福祉サービス等の、他のサービス提供にも重点を置きたいと考えてい

る。 

また、長岡京市社会福祉協議会には他の社会福祉協議会には少ない収益事業として、済

生会京都府病院の売店経営がある。済生会京都府病院は三ツ和母子会との共同で、母子、

寡婦の皆さんの就労の場を提供するという意味合いもある。移転後も引き続き運営した

いと考えており、ここからの収益が地域福祉活動につながるため、活動にも一層力を入れ

なければならないとのことである。 

会員会費は年々減収している。世帯の収入状況等とリンクするので、増減は一定仕方が

ないものの、会員会費の使途が明確に伝わっていない点も会費の減収の原因ではないか、

とのことだ。社協活動を市民にたくさん知っていただき、寄付をすることで地域がよくな

るということも知っていただけるような会や組織に育てていきたいと考えているとのこ

とである。 

 

４. 調査・研究を終えて 

まず両団体の共通点として、そもそも法人の運営責任は理事者であり、理事会で承認

された経営・運営方針に基づいた事業計画・予算の執行を事務局以下職員集団で事業を

推進していくのが本筋である。理事は関係諸団体の長が兼務しているが、実際に執行責

任を問われているのは事務局であるため、事務局内部に常務理事等を設置するなどして

組織の責任体制を明確にすべきと感じている。 

スポーツ協会の調査研究を通じて、市としては、本来市民全体を対象にしたいが、ス
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ポーツの取り組みは、自主的・主体的であるものなので、市民のスポーツに対する意識

を踏まえ、その一人一人の市民のニーズに応えたスポーツ行政が求められると感じた。 

本市が行った市民の運動・スポーツ実施率の調査では、週３回以上運動・スポーツを

する人の割合は約３割、週１回以上では約４割、運動・スポーツをしない人は約３割で

あった。 

また、どうすれば運動やスポーツを行うようになるのかについての調査では、約６割

の人が身近で行きやすい場所に施設・場所があることだと回答している。加えて運動・

スポーツを行わなかった理由についての調査では、時間がないと回答した人が約３割、

始めるきっかけがないと回答した人が約２．５割である。 

このように、現在、運動・スポーツを行っていない人でも、条件が整えばスポーツを

行うであろう人は多くいることが判明している。 

そこで重要なのは、一番多い層である、条件が整えばスポーツをするであろう人たち

対しての取り組みである。スポーツ協会ではスポーツ教室を実施するなど、一定の取り

組みは評価するものの、継続しての活動として定着している場面があまり見られないと

いう現状がある。もう少しの工夫を通じて、スポーツが継続的な活動として定着できる

よう、今後の取り組みに期待する。 

さらに条件が整ってもスポーツをしないであろう方々に対するアプローチも、歩こう

会等に代表される健康をキーワードにした、競技ではないスポーツの条件整備等が期待

される。例えば、市長を先頭に歩こう会等のように、だれでも気楽に参加できるイベン

トの開催等も一考の余地がある。 

そのため、今後、スポーツ行政とスポーツ協会との役割の明確化や、地域の体育振興

会との共同の取り組みを期待する。 

社会福祉協議会の場合は、介護保険制度が始まっていない平成４年にきりしま苑を市

が建設したと同時に、市の高齢者や障がい者に対するサービスを一手に担う、事業型社

協としてスタートし、そのすべての経費は公費で賄われてきた経過の中、介護保険制度

がはじまり、社協のデイサービスやホームヘルプは、制度後発足した多くの民間サービ

ス機関と同じ位置になり、各事業は独立採算制となった経過がある。 

また社協は、民間事業者による参入で、多様なサービス提供事業者間の競争において

も、公益性の高い社協としての役割を強く認識している。そのように、収益を追求する

よりも社会福祉の実施主体として事業運営をしている結果として、厳しい経済状況にな

らざるを得ないということも、調査の結果判明した。 

また一方、総合交流センターを拠点に、地域包括支援や障がい者生活支援など、市の

中核となるサービス部門の展開や、社協本来の地域福祉支援活動も、災害対策を新たに

加え、他都市にはない、新たな地域福祉支援活動も展開されており、大いに評価するも

のである。 

しかも社会福祉協議会の対象とする市民は、いわいる社会的弱者だけでなく、その他
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の市民を担い手として、巻き込んでいくという手法を積極的に展開されており、このこ

とも大いに評価に値する。 

このように時代の要請に応じて、多岐にわたる事業を展開しておられ、しかも社協を

中心に福祉事業を行っていくという市の方針の経過もあり、その結果、多くの専門職を

有し、質の高いサービスを提供されている印象が、全委員の共通の感想であった。 

この他に多くの委員が指摘していたのが、財政面と組織面での市の支援の在り方だ。

やはり、長岡京市としては、これまでの経過を踏まえ、しっかりと社会福祉協議会を支

えていかなければならないというのが結論であった。 
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＜文教厚生常任委員会所管事務調査活動の概要  令和元年１０月～令和３年９月＞ 

回数 開 催 日 内      容 

１ 令和元年１０月２５日（金） ・正副委員長の互選 

２ 令和元年１２月１７日（火） ・所管事務調査事項の検討 

 ⇒「社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会及び

公益財団法人長岡京市スポーツ協会について」を

テーマとすることで確認 

３ 令和２年 ３月 ５日（木） ・今後のスケジュールについて確認 

・社会福祉協議会及びスポーツ協会について、理

事者より基本事項の説明及び質疑 

４ 令和２年 ６月１７日（水） ・スポーツ協会現地視察及びヒアリング 

 ⇒新型コロナウイルス感染症の影響により延期 

・社会福祉協議会及びスポーツ協会について、理

事者より指定管理における人件費の内訳、及び行

政との役割分担についての説明及び質疑 

５ 令和２年 ９月 ７日（月） ＜現地視察＞公益財団法人長岡京市スポーツ協会 

（１）スポーツ協会の変遷について 

①体育協会発足から名称変更に至るまで 

②名称変更の趣意について 

（２）役員・組織図について 

（３）資産状況について 

（４）課題について 

①子どもスポーツについて 

②生涯スポーツについて 

③総合型地域スポーツクラブについて 

④競技スポーツについて 

⑤法人の運営について 

（５）将来展望について 

６ 令和２年１２月１５日（火） ・社会福祉協議会懇談会 

 ⇒新型コロナウイルス感染症の影響により延期 

７ 令和３年 ３月 ４日（木） ＜懇談会＞社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会 

（１）社会福祉協議会の沿革について 

（２）役員・組織図について 

（３）資産状況について 

（４）令和２年度の事業計画について 

（５）課題と将来展望について 
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回数 日   程 内      容 

８ 令和３年 ６月２２日（火） ・所管事務調査報告書（案）について方針の確認 

・今期所管事務調査について意見交換 

９ 令和３年 ８月２６日（木） ・所管事務調査報告書（案）について意見交換 

 

所管事務調査に関する資料 

令和２年３月５日配布 

１．社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会について 

２．（公財）スポーツ協会について 

３．平成３０年度事業報告書 

 

令和２年６月１７日配布 

１．令和２年６月議会 文教厚生常任委員会 所管事務調査 

 

令和２年９月７日配布 

１．長岡京市文教厚生常任委員会事務調査資料 

２．公益財団法人長岡京市スポーツ協会 定款 

 

令和２年１２月１５日配布 

１．長岡京市文教厚生委員会事務調査資料 

 

令和３年３月４日配布 

１．長岡京市文教厚生委員会事務調査資料 

 

令和３年６月２２日配布 

１．今期所管事務調査要録まとめ 

２．令和３年３月４日所管事務調査（社会福祉協議会との懇談会）メモ 


