
▼魅力発信
＊令和 4 年度の市制 50 周年事業を高いシティ
プロモーション効果により開催するため、副
業人材の活用による事業企画プロデューサー
を登用

～けいえい～

長岡京市議会だより　No.235 2長岡京市議会だより　No.2353

こんなことを話し合い、決めました

令和 3年度一般会計予算 312億 6,2００万円を可決
TOPIC

01

Topics
　令和３年３月定例会は、２月 19 日から３月 22 日までの 32 日間
の会期で行いました。
　令和３年度の一般会計・特別会計・企業会計の予算のほか、令和
２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、312億6,200万円で、当初予算規模と
しては4年連続で過去最大となりました。前年度比31億
1,500万円、率にして11.1％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。

TOPIC

02
　本条例は、市の機関等への申請、届出や市民へ
の処分通知等の行政手続き、電磁的記録の縦覧や
作成に関して、情報通信技術を利用することで、手
続きにおける関係者の利便性を向上させることを目
的とするものです。
　この条例により、従来、書面等で行うこととして
きた申請等をオンラインで実施することが可能とな
ります。

TOPIC

04
TOPIC

03

▼産み育てる環境
＊子ども見守り宅食支援事業補助金を創設
▼学校教育
＊タブレット端末を用いた学習活動のために
ＩＣＴ支援サポーターを新たに配置

■主な歳出の内容

【人権擁護委員】
武田　久幸さん（柴の里在住）
たけだ ひさゆき

【副市長】
末永　靖弘さん（京都市西京区在住）
すえなが やすひろ

【教育委員会教育長】
西村　文則さん（京都市左京区在住）
にしむら ふみのり

【選挙管理委員会委員】
堀　　松市さん（奥海印寺在住）
ほり まついち

西川　博晴さん（今里在住）
にしかわ ひろはる

山本　淳さん（奥海印寺在住）
やまもと きよし

石田　貴美子さん（今里在住）
いしだ き み こ

【選挙管理委員会補充員】
藤下　輝夫さん（長法寺在住）
ふじした てるお

水野　裕さん（光風台在住）
みずの ゆたか

太田　司良さん（東和苑在住）
おおた しろう
今堀　光弘さん（友岡在住）
いまほり みつひろ

人事議案が提案され、全員賛成で同意しました。 任期満了に伴う選挙を行い、次のとおり決定しました。

人 ▲築城450年の勝龍寺城

～こども～

▼教育費を 5億 9,960 万 5千円増額
＊令和 3 年度に予定していた神足小学校、長
岡第六小学校、長岡中学校の各校防水外壁等
の改修やトイレの改修などに係る経費を前倒
しで増額

▼保健・医療
＊コロナ禍により実施を見送った健康や食育に
関する行政等のイベントを一堂に集めて実施
する「長岡京まるごとヘルシーフェスタ」の
開催

▼地域福祉・生活の安定
＊竹寿苑の移転整備に向けた改築工事基本・実
施設計に着手

～くらし～

▼市街地
＊コンパクトシティの継続的な推進を図るた
め、第 2 次長岡京市立地適正化計画の策定
経費を計上

▼防災・安全
＊老朽化するため池の災害への備えとして、
金ヶ原に所在する芦原池の改修工事調査設計
を実施

～まち～

▼都市環境
＊傷みの激しい旧西国街道の再整備設計に着手

～みどり～

▼人権
＊共生社会の実現に向けて、パートナーシップ
制度を実施

▼生涯学習・文化・スポーツ
＊勝龍寺城の築城 450 年を節目とした記念講
演会を実施

～かがやき～

3月
定例会

事 議 案

○専決処分の報告について
〔専決第３号　損害賠償の額の決定について〕

○専決処分の報告について
〔専決第４号　損害賠償の額の決定について〕

報 告
○陳情３－１号
　向日が丘支援学校児童の放課後利用に関する陳情
　（趣旨を了としない）

※陳情は議決されません陳 情

▼土木費を 4億 3,465 万 9千円増額
＊令和 3 年度に予定していた、長岡京駅前線
第 4 工区の街路用地の取得、橋りょう長寿
命化計画の策定、公園長寿命化計画に基づく
遊具の改築などに係る経費を前倒しで増額

■主な歳出の内容

▼衛生費を 3億 860万 1千円増額
＊集団接種会場において医療業務に従事する医
師、看護師、薬剤師等の報酬及び謝礼、個別
接種に係る医療機関への委託料、ワクチンの
移送費や広報臨時号の作成・配布などワクチ
ン接種の実施に必要となる事業費を増額

■主な歳出の内容

あしわらいけ

未

長岡京市情報通信技術を活用
した行政の推進に関する条例
の制定について

令和２年度一般会計補正予算
（第９号）１２億３,３９２万７千円
増を可決

令和3年度一般会計補正予算
（第１号）3億８６０万1千円増を
可決

▲改修を行う長岡中学校
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