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こんなことを話し合い、決めました

平成 30年度一般会計決算
など 16議案を認定

TOPIC

01

Topics
　令和元年 9 月定例会は、8 月 27 日から 9 月 24 日までの 29 日
間の会期で行いました。平成 30 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、令和元年度の補正予算、条例の制定や
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。

　平成 30 年度一般会計決算では、歳入総額が前年度比
1.2％減の 292 億 9,133 万 4 千円、歳出総額が前年度
比 1.3％減の 282 億 5,465 万 5 千円となりました。
　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。

＊待機児童解消をめざして、新田保育所の新築・
移転工事を実施
＊長岡第二中学校、長岡第四中学校の 2 校で中学
校給食をスタート
＊公営放課後児童クラブの長期休業期間中の開設
時間を延長

＊専門的な検討に加え、シンポジウムや意見交換
会など様々な手法で市民の意向を把握し、阪急
長岡天神駅周辺整備基本計画を策定
＊新庁舎基本設計の議論の結果を基にパブリック
コメントを実施し、長岡京市庁舎等再整備基本
設計を確定

＊市域の医療資源の有効活用と、効果的な医療体
制の充実を図るため、長岡京市版の地域医療ビ
ジョンを策定
＊京都府との協議とともに、支援学校保護者への
アンケート調査を実施し、共生型福祉施設構想・
基本計画（案）を作成

＊３０１０運動の推進やフードバンクへの支援、
給食調理くずの再資源化の取り組みなど、市民
意識向上を図りながら、ごみ減量対策を展開
＊「長岡京らしい景観」を維持し、創り出すため
に重点地区の指定や地域特性に応じた基準を追
加した新景観計画を策定

＊障がいの特性を理解し、障がいの有無にかかわ
らず誰もが暮らしやすい社会の実現を目指す
「あいサポート運動」を展開
＊平和の日制定 30 年目を記念し、「長岡京市バー
チャル平和祈念館」を開設するとともに、蓮池
薫氏による記念講演会を開催

＊シティプロモーションの展開期として、12 の
リーディング事業を選定し、ターゲットに的確
に届くプロモーションを実施
＊誰もが発信者として参加できるプラットフォー
ムとしての「ＦＭおとくに（平成 30 年 12 月
開局）」の開局を支援

▲新築・移転された新田保育所

9月
定例会

令和元年度一般会計補正予算 12億 4,884 万 4千円増を可決
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　今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ 12 億
4,884 万 4 千円を追加するもので、予算総額は
290億 4,093 万 8千円となりました。
　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。

長岡京市印鑑条例の一部改正を可決
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　社会において、旧姓を使用しながら活動する方が増
加している中で、さまざまな活動の場面で旧姓を使用し
やすくするため、住民基本台帳法施行令の一部が改正
され、氏に変更があった方の旧氏を住民票に記載できる
こととなりました。
　この改正に準じて条例の一部改正を行い、印鑑登録
証明書も同様に旧氏を記載することができるようになり
ました。

▲木柵が改修される八条ケ池の中堤

こども まち

くらし みどり

かがやき けいえい

▲周知ポスター

＊ふるさと納税に対する返礼品の提供を開始
するための費用を計上
＊年度内完了予定の市庁舎建替等基本・実施
設計委託料を計上
＊木造住宅の耐震改修の受付枠を拡大するた
めに補助金を増額

総務費
＊八条ケ池周辺等整備工事として、中堤の
木柵を改修するための経費を計上

商工費

＊勝竜寺城公園のリニューアルにあたり、
ふるさと納税による寄附を活用して、展
示内容の充実を図るために委託料を増額

土木費

＊感染症予防対策として、校内の手指消毒
剤の配置を増やすための消耗品費と児童
の検診に係る手数料を増額

教育費＊幼児教育・保育の無償化実施に係る経費を
計上
＊新たに整備される民間保育園及び小規模保
育施設への整備事業補助金を計上

民生費

さんまるいちまる

はすいけ

かおる
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