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こんなことを話し合い、決めました

平成 29年度一般会計など
の決算議案を認定

TOPIC

01

Topics
　平成 30 年 9月定例会は、8月 31 日から 9月 28 日までの 29 日
間の会期で行いました。平成 29 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、平成 30 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。

　平成 29 年度一般会計決算では、歳入総額が前年度
比 8.4％増の 296 億 3,916 万 6 千円、歳出総額が前
年度比8.3％増の286億3,641万5千円となりました。

～こども～
＊待機児童の解消をめざして、神足保育所の増改築工事を
実施・完了するとともに新田保育所移転・新築工事を開始

～くらし～
＊向日が丘支援学校周辺をエリアとする共生型福祉施設構想
策定に向け、現時点での福祉ニーズについて再分析を実
施

～かがやき～
＊長八小校区と長法寺小校区で新たにコミュニティ協議会が
設立。長三小校区において新たに総合型地域スポーツクラ
ブが設立

～まち～
＊新庁舎のあり方を考えるワークショップなどで直接市民の
皆様の意見をいただきながら、市庁舎等再整備基本計画
を策定

～みどり～
＊ふるさと納税を活用した「京都西山再生プロジェクト」に
より、120本の植樹と不要木の伐採、防護柵を設置

～けいえい～
＊市の魅力を市内外に発信し、定住促進へとつなげていくた
め、SENSE　NAGAOKAKYO（シティプロモーション専
用サイト）を開設

■主な歳出の内容
▼総務費6,129 万 4千円の増額
＊民家の危険ブロック塀等の撤去に対する補助金を
創設

▼民生費 4億 1,671 万 7千円の増額
＊新たに整備される民間保育園および小規模保育
施設への整備事業補助金を計上

▼土木費 7,374 万 5千円の増額
＊危険ブロック塀撤去を促進するため、緑の協会が
実施する生け垣設置助成事業への補助金を増加

▼教育費 2億 87万 8千円の増額
＊中学校給食開始に伴う長岡第六小学校の給食室
等の建設に係る工事費等を計上

■主な歳出の内容 ▲SENSE　NAGAOKAKYOのサイト

9月
定例会

長岡京市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について
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　平成 29 年 6 月の生産緑地法の改正に伴い、区域の規模
について、現行制度では一団地で 500 ㎡以上とされていま
すが、300 ㎡以上 500 ㎡未満の範囲であれば市町村が条
例により、引き下げることが可能になりました。
　長岡京市でも、市街化区域内の農地が重要な役割を果た
していることから、宅地化すべきものから都市にあるべきも
のとして位置づけ、一団地の面積要件を 300 ㎡に引き下げ
ることにより、農地をできる限り保全するよう、本市の条例
を制定し、平成 30年 10月1日から施行されます。

■　解説　■

生産緑地制度とは、市街化区域内の
農地等の緑地機能に着目し、公害や
災害の防止、農林漁業と調和した都
市環境の保全に役立つ農地等を計画
的に保全し、良好な都市環境の形成
を図る制度です。

生産緑
地制度

って？

長岡京市空き家等対策の推進に関する条例の制定について
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　平成 26 年 11 月公布された「空家等対策の推進に関
する特別措置法」では、倒壊の恐れなど、周辺の生活環
境に著しい影響を及ぼす状態の空き家を「特定空家等」
と位置付け、その所有者等に対し、必要な措置をとるよ
う助言・指導などの行政指導を行うことが可能です。
　しかし、そこまでには至らない空き家などは、法律の
対象外であるため、措置を講ずることがむずかしいこと
から、対象や措置の内容を補完すること並びに、空き家
の発生抑制や適切な管理により、生活環境を保全するこ
と、および活用促進による地域の活性化の両面から空き
家対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、
この条例が制定されます。なお、施行予定は周知期間を
設け、平成 30年 12月1日から施行されます。

平成30年度一般会計補正予算8億4,675万4千円増を可決
TOPIC

04
　今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ 8 億
4,675 万 4 千円を追加し、予算総額は 280 億
8,320 万 5千円となりました。

■　条例内容ピックアップ　■

★特定空家等までには至らない状態の空き
家を「管理不全空き家等」として、行政
指導を行うことが可能となるよう規定
★特定空家等や管理不全空き家等が周辺
住民の生命や財産に危険を及ぼすような
緊急事態に対応するため、簡易的な措置
を実施する「緊急安全措置」を規定
★計画の変更や特定空家等への勧告・命
令・代執行の措置について協議を行うた
め、現在の空き家等対策協議会を継続し
ながら、特定空家等の認定や助言・指
導の内容を検討する「空き家等対策審査
会」を設けるよう規定

どんな条例？

▲給食室等建設予定の長岡第六小学校

【公平委員会委員】
長濵　英子さん （天神二丁目在住）
ながはま えいこ

【教育委員会委員】
大下　和徹さん （一文橋一丁目在住）
おおした かずゆき

【自治功労表彰】
野坂　京子さん （河陽が丘一丁目在住）
のさか きょうこ

人事議案が提案され、全員賛成で同意しました。人 事 議 案
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