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こんなことを話し合い、決めました

令和２年度一般会計決算など
16議案を認定

TOPIC
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Topics
　令和 3 年 9 月定例会は、8 月 16 日から 9 月 10 日までの 26 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
計決算が認定されたほか、令和 3 年度の補正予算、条例の一部改正
に関する議案などが提出され、慎重審査の結果、すべて原案どおり
可決しました。

　令和 2 年度一般会計決算では、歳入総額が前年度比
30.4％増の 409 億 7,766 万 8 千円、歳出総額が前年度
比 28.1％増の 390億 8,722 万円となりました。
　総合計画の 6 つの体系ごとに主要施策の概要と成果等
の一部を紹介します。 ▲長岡天神駅東側から望む駅前広場（イメージ）

9月
定例会

令和 3年度一般会計補正予算（第５号）20億 4,649 万 3千円増を可決
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　今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ 20 億
4,649 万 3 千円を追加するもので、予算総額は
340億 9,138 万 5千円となりました。
　議案は、予算審査常任委員会で審査され、本
会議において可決されました。

令和３年度一般会計補正予算（第６号）2,770 万 8千円を可決
TOPIC

03
　今回の補正予算に必要な事業費 2,770 万 8 千円については、それぞれ予備費からの組み替えによ
る対応としました。

▲移転工事の進む済生会京都府病院（新名称：京都済生会病院）

＊子育て世帯やひとり親世帯への臨時特別給付金
を交付
＊長岡第四小学校再整備の基本・実施設計に着手
するとともに、ＧＩＧＡスクール構想に基づき
タブレット端末や普通教室の通信環境を整備　
　

こども まち

＊市営住宅の適切な計画修繕を推進するため、令
和３年度から 12年度までの 10年間を計画期
間とする「第２次長岡京市営住宅等長寿命化計
画」を策定　 　　　　　　　　　　　　　　　
　

くらし
＊新型コロナウイルス感染症対策として、環境
フェアを非接触の形で行うため、FM おとくに
での生放送や市ホームページでの参加型の環境
検定、ユーチューブを活用した団体の取り組み
紹介などを実施

みどり

かがやき けいえい

＊長岡京駅前線第４工区の用地取得をさらに進め
るために事業費を増額

土木費
＊共生型福祉施設の整備に向け、竹寿苑の建設
予定地など、先行譲渡が可能な部分の協議が
整ったため必要な用地の購入費を増額
＊北開田会館と機能統合した後の、老人憩の家
の解体撤去にかかる費用を計上

民生費

＊新型コロナウイルスワクチンの年度末までの
継続的な接種実施に必要な諸経費を増額

＊移転後の済生会京都府病院の年度内完成見込
みに伴い、令和４年度交付予定の国庫補助金
を前倒しして今年度に全額交付決定を受けた
ため、移転に対する市補助金額を補助率に合
わせて増額

衛生費

＊長岡第四小学校の再整備設計において、令和４
年度当初からの建設工事着工に向け、今年度中
に実施する埋蔵文化財調査やプール解体工事の
ための費用を計上

教育費

＊中心市街地の再編整備までの間、旧新田保育所
跡地を「居心地の良い公共空間」として幅広い
用途で暫定使用できるよう、臨時の水栓や仮設
電気設備の整備費を計上

商工費

＊阪急長岡天神駅周辺整備事業について、地域住
民や関係機関との協議・検討を実施　　　　　

＊阪急バス株式会社と災害時におけるバス輸送等
の協力に関する協定を締結し、緊急輸送体制を
確保するとともに、バス車両の退避により路線
バスのダイヤ運行への影響を最小限に抑制　　
　

＊スポーツセンターを利用する個人や団体から意
見を募り、必要とされる機能等を整理するなど、
再整備計画の策定に向けた調査を推進するとと
もに、指定管理者である公益財団法人長岡京市
スポーツ協会と懇談会を実施し、今後の施設整
備等について検討 　　　　　　　　　　　　　

＊コロナ禍における文化・芸術活動の支援として
「新しい生活様式に対応した文化奨励事業補助
金」制度を創設し、動画配信による発表を支援
　

＊ふるさと納税の寄附の使途として、新型コロナ
ウイルス対策のために、長岡京市新型コロナ助
け合いプロジェクトを開始 　　　　　　　　　

＊SENSE　NAGAOKAKYO ではビッグデータを
活用し、流行に沿った記事展開や大河ドラマと
の連動を行い情報発信を実施。また、発信者側
となる市民の巻き込みや掘り起こすための養成
講座を実施し、市民ライターの製作記事を掲載
　

民生費
＊左記の補助金の対象を商工業等の従事者にも拡
大し、感染拡大防止に向けたさらなる支援強化
を図るため、新型コロナウイルス対策商工業事
業者等緊急対応支援補助金などの費用を計上

商工費
＊福祉事業所等で新型コロナウイルス感染者が
発生した際の感染拡大防止や、事業継続に要
する経費への補助金である新型コロナウイル
ス対策福祉事業者等緊急対応支援補助金の申
請枠の拡大を図る費用を増額
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