
▼都市経営
　＊コミュニティＦＭの開局を支援

～けいえい～

長岡京市議会だより　No.219 2長岡京市議会だより　No.2193

こんなことを話し合い、決めました

平成30年度一般会計予算272億円を可決
TOPIC

01

Topics
　平成 30年３月定例会は、２月22日から３月23日までの 30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・企業会計の予算のほか、平成
29 年度の補正予算や条例の制定、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、272億円で、予算規模としては
過去最大となりました。前年度比2億4,630万円、率に
して0.9％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。

長岡京市指定居宅介護支援
等の事業の人員及び運営に
関する基準等を定める条例
を制定

TOPIC

02
　介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支
援等事業所の指定権限が都道府県から市町村に移
譲されるため、新たに制定するものです。国の基
準引用を基本とし、暴力団の排除、記録の整備等
について、一部本市の独自基準を設定しています。

○専決処分の報告について
　〔専決第１号　長岡第十小学校給食室・放課後児童クラ
　 ブ等建設工事請負契約の変更について〕

○専決処分の報告について
　〔専決第２号　長岡第九小学校トイレ・外壁等改修工事
　 請負契約の変更について〕

平成29年度一般会計補正予算17億863万7千円を可決
TOPIC

04

長岡京市都市公園条例の
一部を改正

TOPIC

03
　西山公園ジャブジャブ池駐車場で、交通渋滞対
策などを目的として、2 年間、有料化の検証をお
こなった結果、渋滞減少効果がみられました。よっ
て、有料期間の駐車料金を 1 回 500 円と規定す
るため、本条例の一部を改正するものです。

▼就学前教育・保育
　＊新田保育所改築事業費や民間保育施設の増に応
　　じた給付費負担金や運営補助を計上　　　　　
▼学校教育
　＊長二中で２学期から、長四中で３学期から中学校
　　給食をスタート

■主な歳出の内容

【人権擁護委員】
武田　久幸さん （紫の里在住）
たけだ ひさゆき

【教育委員会教育長】
山本　和紀さん （京都市南区在住）
やまもと かずき

【監査委員】
田中　恭介さん （京都市上京区在住）
たなか きょうすけ

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

▲改築される新田保育所

～こども～

▼民生費を1億 4,930 万円増額
　＊障がい者サービス利用支援事業費を増額

▼農林水産業費を189万 5千円増額
　＊機械揚水事業に対する土地改良事業補助金を
　　増額

▼土木費を3億 7,776 万円増額
　＊国の補正予算を活用して長岡京駅前線整備事
　　業に係る街路事業費を増額

▼教育費を１0億 9,622 万 7千円増額
　＊国の補正予算を活用して長八小及び長四中の
　　給食室等整備事業費を増額

■主な歳出の内容

▼高齢福祉・障がい福祉
　＊「長岡京市健幸長寿プラン 2025」により元気に
　　齢を重ねられる環境づくりと安心・安全の基盤づ
　　くりを推進

～くらし～

▼市街地
　＊市庁舎建て替え等の基本設計を実施
　＊空き家等対策条例を制定
▼防災・安全
　＊平成 30 年度から２カ年かけて、子どもや
　　高齢者の見守り機能付き防犯カメラを全
　　小学校区に設置

～まち～

▼循環型社会
　＊保育所に加えて学校でも給食調理屑の再
　　資源化の取り組みを推進
▼都市景観
　＊景観計画の改訂や市内公園の整備・改修
　　等を実施

～みどり～

▼人権
　＊「誰もが共に自分らしく暮らす長岡京市障がい者
　　基本条例」制定記念シンポジウムを開催
　＊合理的配慮等の提供に資する「あいサポート運
　　動」を展開

～かがやき～

3月
定例会

▲整備が進む長岡京駅前線

事 議 案

報 告
○陳情０－２号
　国民健康保険の都道府県単位化にあたり保険料の引き
　下げを求める陳情
　（趣旨を了としない）

陳 情
くず
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