
▼都市経営
＊税や料の電子マネー決済の導入に向けた準備
を実施

～けいえい～

長岡京市議会だより　No.230 2長岡京市議会だより　No.2303

こんなことを話し合い、決めました

令和 2年度一般会計予算 281億 4,700 万円を可決
TOPIC

01

Topics
　令和 2 年 3 月定例会は、2 月 21 日から 3 月 24 日までの 33 日
間の会期で行いました。
　令和 2 年度の一般会計・特別会計・企業会計の予算のほか、令和
元年度の補正予算や条例の一部改正などの議案が提出され、慎重審
査の結果、すべて原案どおり可決しました。

　今回の予算総額は、281 億 4,700 万円で、当
初予算規模としては過去最大となりました。前年度
比 3 億 6,300 万円、率にして 1.3％の増となって
います。
　議案は、予算審査常任委員会での審査を経て、
本会議で可決しました。

長岡京市水道給水条例の
一部改正を可決

TOPIC

02
　4 月 1 日から、受水している京都府営水道の供給
料金が改定されることに伴い、本市の水道料金を改
定するものです。
　この改定により、水道料金は平均で 5.4％の引き
下げとなり、一般家庭の標準的な口径 20 ㎜で、1
か月の使用水量を 20 ㎥とした場合、税抜きで約
200円の引き下げとなる見込みです。
　改定後の料金は、令和 2 年 10 月 1 日以降に確
定する料金から適用されます。

○専決処分の報告について
〔専決第１号　長岡第六小学校給食室等建設工事請負
契約の変更（第２回）について〕

令和元年度一般会計補正予算 18億 8,218 万 5千円増を可決
TOPIC

04

長岡京市公共下水道使用
料徴収条例の一部改正を
可決

TOPIC

03
　令和元年 8 月 1 日に、長岡京市上下水道事業審
議会から受けた、今後の下水道使用料のあり方につ
いての答申及び上下水道ビジョン（経営戦略）に基
づき、下水道使用料を改定するものです。
　この改定により、下水道使用料は平均で 19.8％
の引き上げとなり、一般家庭の標準的な口径 20 ㎜
で、1 か月の使用水量を 20 ㎥とした場合、税抜き
で約 400円の引き上げとなる見込みです。
　改定後の料金は、令和 2 年 10 月 1 日以降に確
定する料金から適用されます。

▼産み育てる環境
＊私立幼稚園の副食費に対する補足給付を新た
に開始

▼学校教育
＊老朽化・狭隘化する長岡第四小学校の再整備
のための基本設計・実施設計に着手

■主な歳出の内容

【人権擁護委員】
山下　則子さん（緑が丘在住）
やました のりこ

安田　博子さん（神足在住）
やすだ ひろこ

【固定資産評価審査委員会委員】
栗山　裕子さん（長法寺在住）
くりやま ひろこ

人事議案が提案され、全員賛成で同意しました。
※陳情は議決されません人

▲再整備に着手する長岡第四小学校

～こども～

▼総務費を 5億 4,426 万 1千円増額
＊想定より多くのふるさと納税をいただいてい
ることから、返礼品提供事業者への謝礼やふ
るさと納税サイトの利用手数料などを増額

▼土木費を 5億 310万 6千円増額
＊国補正予算を活用して、未就学児の集団移動
時の安全を確保するための防護柵等の設置経
費などを増額

▼教育費を 7億 3,019 万 9千円増額
＊ＩＣＴを活用した教育を推進するための基盤
整備として、小中学校の普通教室に無線ＬＡ
Ｎ環境を整備するための経費などを増額

■主な歳出の内容

▼保健・医療
＊健康や食育に関する行政や民間団体のイベン
トを一堂に集める「長岡京まるごとヘルシー
フェスタ」を実施

～くらし～

▼市街地
＊向日が丘支援学校周辺をエリアとした共生型
福祉施設構想の実現に向けた、地区計画の策
定経費を計上

▼防災・安全
＊雨水対策として、風呂川排水区の基本設計を
進めるとともに、いろは呑龍南幹線への接続
を推進

～まち～

▼循環型社会
＊給食調理くずの再資源化の取り組みを、市内
全ての公立保育所・小中学校に拡大

▼都市景観
＊勝竜寺城公園の歴史・観光発信機能強化のた
め、展示映像の追加等の経費を計上

～みどり～

▼地域活動・市民活動
＊市民との協働による自治振興条例（仮称）の
策定に向けた検討を開始

▼生涯学習・文化・スポーツ
＊文化財施設を巡る周遊ルートや、市の魅力を
伝えるコンテンツとして「ようこそまちなか
博」を展開

～かがやき～

3月
定例会

▲ふるさと納税の返礼品の一例

事 議 案

報 告

○陳情1－5号
　長岡京市議会における適切な議員定数の検討を行う
ことを求める陳情
　（趣旨を了としない）

○陳情2－1号
　部落差別の解消の推進に関する法律に伴う国が行う
実態調査に係る陳情
　（趣旨を了としない）

陳 情
きょうあい
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