
▼魅力発信
＊ふるさと納税を活用した本市の魅力発信
事業では、大河ドラマの好機を逃さず、
他の施策と連動したメニューを提案

～けいえい～

長岡京市議会だより　No.224 2長岡京市議会だより　No.2243

こんなことを話し合い、決めました

平成 31年度一般会計予算 277億 8,400 万円を可決
TOPIC

01

Topics
　平成 31 年 3 月定例会は、2 月 21 日から 3 月 22 日までの 30
日間の会期で行いました。
　平成 31 年度の一般会計・特別会計・企業会計の予算のほか、平
成 30 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、277 億 8,400 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 5
億 8,400 万円、率にして 2.1％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。

男女共同参画推進条例及
び長岡京市立総合交流セ
ンター設置条例の一部改
正について

TOPIC

02
　「長岡京市男女共同参画計画 第 7次計画」の策
定に向け、男女共同参画社会の形成の深化のた
め、政策部門である「男女共同参画推進課」と
実施部門である「女性交流支援センター」の組
織統合により、体制と機能強化を図ることに伴
い、本条例の一部を改正するものです。

○専決処分の報告について
〔専決第 16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 1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 2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 3号　長岡第四中学校給食室等建設工事請負
　契約の変更（第 3回）について〕

○陳情 1－3号
　国に対して福祉職員の大幅な増員と賃金引き上げを
求める陳情（趣旨を了としない）

平成 30年度一般会計補正予算 3億 6,241 万 8千円を可決
TOPIC

04

長岡京市営駐車場設置条
例の一部改正について

TOPIC

03
　4 月 1 日から西山天王山駅東駐車場において、
パーク・アンド・ライド駐車場としての利用促進
を図るため、普通自動車等の一時駐車料、午後 8
時から翌日午前 8 時までの夜間料金の上限 300
円を新たに設定するものです。これまでの 30 分
ごと 100 円、入場から出場までの 24時間ごとの
上限 800 円は現行のままとし、自動二輪車の一
時駐車料についても改定はありません。

▼産み育てる環境
＊中学生までは 1 医療機関ごとの入院・通院
時月額負担額の上限を月 200円まで軽減

▼就学前教育・保育
＊公立保育所での乳児への主食提供や、使
用済み紙おむつの処分を実施

▼学校教育
＊中学校給食を長岡第三中学校では 1 学期
から、長岡中学校では 3 学期から開始

■主な歳出の内容

【人権擁護委員】
深澤　利男さん（東和苑在住）
ふかさわ としお

清水　芳秋さん（うぐいす台在住）
しみず よしあき

【固定資産評価審査委員会委員】
五十棲　忠男さん（神足在住）
いそずみ ただお

藤井　豊さん（奥海印寺在住）
ふじい ゆたか

【副市長】
土家　篤さん（京都市左京区在住）
つちや あつし

佐々谷　明光さん（粟生在住）
ささたに あきみつ

植田　利江子さん（西の京在住）
うえだ り え 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 ▲リニューアル予定の勝竜寺城公園

～こども～

▼総務費を2億 2,694 万 8千円増額
＊今後の本格的な庁舎建替工事の備えとして庁
舎建設基金積立金を増額

▼民生費を3,334 万 7千円増額
＊市内で新たな保育施設の整備を進める補助と
して民間保育園整備事業費補助金を増額

▼土木費を4,645 万 1千円増額
＊国の補正予算による交付金を活用して長岡京
駅前線整備事業に係る工事費を増額

■主な歳出の内容

▼保健・医療
＊国の都市再構築戦略事業の補助金を活用
して、公的病院である済生会京都府病院
の改築移転を支援する補助金を計上

～くらし～

▼道路・交通
＊自転車事故の減少に向け、自転車ネット
ワーク計画の策定に取り組む

▼防災・安全
＊全小学校区での見守り機能付き防犯カメ
ラの設置を引き続き行い、秋ごろから運
用開始

～まち～

▼循環型社会
＊指定ごみ袋制度導入に向け、丁寧な周
知・啓発に取り組む

▼都市景観
＊大河ドラマ関連として勝竜寺城公園を
歴史・観光発信拠点としてリニューアル

～みどり～

▼生涯学習・文化・スポーツ
＊本市における今後の文化・芸術の方向性
を示す「長岡京市文化芸術推進ビジョン」
の検討経費を計上

～かがやき～

3月
定例会

▲長岡京駅前線第 3工区

事 議 案

報 告
○陳情 1－1号
　全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨
に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定
の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める
陳情（趣旨を了とする）
○陳情 1－2号
　奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与
税（仮称）で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻
すことを求める陳情（趣旨を了とする）

陳 情
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