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予算関係

【当初予算】

議案第 5号

可2件

平成 2 6年度長浜市一般会計予算

議案第 7号  平成 26年 長浜市診療所特別会計予算

議案第 12号  平成 26年 島業集 業排フk事業特 列1会計予算

議案第 14号  平成 26年 木之本・高月水道事業会計予算

議案第 15号  平成 26年度長浜市病院事業会計予算

【補正予算】  9件
議案第 17号 平成26年度長 市一冊 会計精 π予算 (第 1丹 )

議案第 18号 平成 25年度長浜市一般会計補正予算 (第 9号 )

議案第 19号  平成 25年度長浜市 健 臨倶 険特 剛1会計精 T予算 (筑 1 丹 )

議案第 20号 平成 25年度長浜 卯1会計補 正予算 (第 2丹 )

議案第 22丹  平成 25年 度長浜市公共下フki首事業特 則1会計捕 I予算 (第 3丹 )

議案第 25号 平成 25年度長浜 隣事業会計補正予算 (第 1号 )

条例関係

所 管 課 容内

長浜病院

湖北病院 ついて

病院事業が行う貸付金等 (有用な人材を確保、育成するため貸与する資金)につ

いて、一定期間病院に勤務する等の要件を満たせば、その返済 (債務)を免除する

ことについて、必要な事項を定めるものです。

対象となる貸付金等    |
「長浜市病院事業看護師等奨学金」「市立長浜病院看護師等特待生奨学金」

「長浜市立湖北病院看護師職就業貸付金」「長浜市病院事業薬剤師奨学金」

「長浜市立湖北病院医師職研究資金」

「市立長浜病院看護師等教育機関派遣経費貸付金」

施行日 :公布の日

…
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高齢福祉 介

護課 廃上について

「特別養護老人ホーム伊香の里」「軽費老人ホームケアハウス伊香」を社会福祉

法人長浜市社会福祉協議会に移管することに伴い、関係条例を廃止するものです。

施行日 :平成 27年 1月 1日

議 実 掌 27 丹  岳 浜市樽 則1蕃誇差 人 ホーム峯 伽1憂 r下尋 逓 市 罫 書 差 人 ホーム条例 の

都市計画課

市民協働推

進課

消費税の税率が平成 26年 4月 1日 から引き上げられることに伴い、納税者への

適正な分担を実現するため、消費税の上昇分について本市が定める使用料の見直 し

を行うものです。

長浜市多文化共生・国際文化交流ハウスについては、会議室増設に伴う使用料の

設定も行います。

施行日 :平成 26年 4月 1日

税務課 議案第 30号 長浜市国民健康保険条例の一部改正について

平成 26年度税制改正大綱が閣議決定され (平成 25年 12月 24日 )、 政令によ

り国民健康保険料が改正されたことから、本市条例を一部改正するものです。

【改正内容】 ①保険料の賦課限度額の引上げ (被保険者 1人あたり)

保険料の種別
賦課限度額

(所得割+均等割)

(現在) (変更後)

医療分保険料 51万 円 51万円

支援金分保険料 * 14万円 16万円

介護分保険料 12万円 14万円

合計 77万 円 81万円

*後期高齢者医療制度の費用の一部に充てるため、拠出金として社会保険診療報酬支払基金に納めるもの

②保険料の軽減措置の拡大 (均等割額の減額基準の拡大)

世帯の合計所得

減ずる額(現在) (変更後)

33万円以下 33万 円以下 均等割の 7割を減額

33万円十(24.5万 円

×世帯主除く被保険者

及び特定同一世帯所属

者 *の数)以下

33万円+(245万 円

X世帯主含む被保険

者及び特定同一世帯

所属者の数)以下

均等割の 5割 を減額

33万 円+(35万 円

×被保険者及び特定同

一世帯所属者の数 )

以下

33万 円+(45万円

×被保険者及び特定

同一世帯所属者の数 )

以下

均等割の 2割 を減額

*後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した国において国民健康保険の被保険者の資格を有する方

*後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において同一世帯に属する国民健康保険の世帯主と

当該国以後継続して同一の世帯に属する方                  イ

施行日 :平成 26年 4月 1日
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健康推進課 議 実第 31丹 長浜 の 部 説 下 に つ いて

医師及び医療体制の確保のため、診療所に指定管理者制度を導入することができ

るよう、本市条例を一部改正するものです。

施行日 :平成 26年 4月 1日

上下水道課 議案第 32号 長浜市農業集落排水処理施設条例の一部改正につじ`て

びわ農業集落排水汚泥処理施設 (長浜市安養寺町 324番地 1)の廃上に伴い、本

市条例を一部改正するものです。

施行日 :平成 26年 4月 1日

防災危機管

理課 について

「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が平成 25年 12月 に

公布、施行され、関係政令が改正されたことに伴い、本市条例を一部改正するもの

です。

【改正内容】 ,

退職報償金の引上げ (一律+5万円 最低支給額 20万円)

支給額 (階級、勤務年数により規定)

改正前 144,000円 ～929,000円 → 200,000円～979,000円

施行日 :平成 26年 4月 1日

生 涯 学 習 ・

文 化 ス ポー

ツ課

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律 (第 3次一括法)」 の施行により、「社会教育法」で定めていた社

会教育委員の委嘱の基準が削除されるため、省令を参考にし本市条例で定めるもの

です。          ~
施行日 :平成 26年 4月 1日

生 涯 学 習 ・

文 化 スポー

ツ課

議案第 35号 長浜市立公 の一部改正 について

西浅井支所 2階 (市民交流フロア・美術品展示室、和室)

することに伴い、必要な使用料を定めるものです。

【改正内容】

和室の使用料 (1時間あたり200円)を追加する。

施行日 :平成 26年 4月 1日

を西浅井公民館に転用

教育指導課 議案第 36号 年問題協議会設置条例の一部改正について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律 (第 3次一括法)」 の施行により、「地方青少年問題協議会法」で

定めていた委員等の要件が廃止されるため、新たに本市条例で定めるものです。

施行日 :平成 26年 4月 1日
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都市計画課

湖北支所所管区域内を運行するコミュニティバス (市運営の自家用有償旅客運

送)を運行事業者が運営する一般乗合旅客運送に移行することに伴い、本市条例を

一部改正するものです。

施行日 :平成 26年 4月 1日

長浜駅周辺

まちなか活

性化室

議案第 38号 市中心市街地活性化基金条例の一部改正について

第 2期長浜市中心市街地活性化基本計画の策定に伴い、条例の失効日を計画の対

象期間と合わせ変更するものです。

変更前 平成 26年 3月 31日 → 変更後 平成 31年 3月 31日

施行日 :公布の日

総務課

契約検査課

しょ うがい

福祉課

子育 て支援

課

高齢福祉介

護課

商工振興課

森林整備課

建築住宅課

平成 26年度において付属機関の設置や廃止等を行うものです。

O新規設置

長浜市公共施設マネジメント推進委員会     総務課

ながはまグローカルチャレンジ応援事業審査会  商工振興課

長浜市森林ディレクション審議会        森林整備課

長浜市住生活基本計画策定委員会        建築住宅課

長浜市プロポーザル選定委員会         契約検査課

O廃止

・自立支援協議会に機能集約

長浜市 しようがい福祉審議会          しようがい福祉課

・業務の終了

長浜市特別養護老人本―ム等移管先選定委員会  高齢福祉介護課

・長浜市プロポーザル選定委員会に包摂
｀
名勝慶雲館庭園整備事業業者選定委員会     契約検査課

長浜市立学校給食調理等業務委託業者選定委員会 契約検査課

○改正

・所掌事務欄の法律名の変更

長浜市要保護児童及びDV被害者対策地域協議会 子育て支援課

施行日 :平成 26年 4月 1日

く
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事件関係

所 管 課 内 容

生涯学習・

文化スポー

ツ課

議案第 41号 びわ体育館の指庁管理者の指定について

地方自治法の規定により、次のように指定管理者を指定することにつき、議会の

議決を求めるものです。

公の施設の名称 びわ体育館

指定管理者

所 在 地 東近江市五個荘竜田町 627番地 2

名  称 特定非営利活動法人 P,P.P.滋 賀

理事長 山村 文志郎

指定期間 平成 26年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 までの 3年間

高月支所

地域振興課

議案第 42号 財産の譲渡について

しょうがいのある人のグループホームの用に供するため、次のとおり財産を無償

譲渡することについて、議会の議決を求めるものです。

譲渡の相手方 長浜市高月町柏原 908番地

社会福祉法人 おおぞら福祉会

理事長 山岡 直芳

財産の種類等 建物 鉄骨造平屋建

延床面積 224.00ド

財産の所在  長浜市高月町渡岸寺 125番地

(農産物加工処理施設 チサンハウス)

高齢福祉介

護課

議案第 43号 財産の譲渡について

特別養護老人ホーム等の事業の用に供するため、次のとおり財産を無償譲渡する

ことについて、議会の議決を求めるものです。

譲渡の相手方 長浜市湖北町速水 2745番地

社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会

会長 一居 隆夫

財産の種類等 建物 鉄筋コンクリー ト造 2階建 等

延床面積 5,036305ド

財産の所在  長浜市木之本町黒田 1221番地

(特別養護老人ホーム伊香の里、軽費老人ホームケアハウス伊香)

湖北地域介

護認定審査

室

議案第 44号 審査会共同設置 の変更について

審査会執務場所の位置を変更することについて米原市と協議することにつき、議

会の議決を求めるものです。

変更前 長浜市内保町 2490番地 1  長浜市役所浅井支所内

変更後 長浜市八幡東町 632番地  長浜市役所東別館内

道路河川課 議案第 45号 市道路線の廃止及び認定について

市町合併に伴 う道路台帳統合作業が完了 したことに伴い、市内全路線の廃止及び

市内全 3,405路線の認定について議会の議決を求めるものです。
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長浜病院

湖北病院

議案第 46号 平成 25年度長浜市 事 業会計奮本剰余金 の処分 につ いて

補助金をもって取得した資産の撤去により発生する損失を、補助金を源泉とする

資本剰余金を処分して補てんすることについて、地方公営企業法の規定に基づき議

会の議決を求めるものです。

【資本剰余金処分額】

市立長浜病院   2,000,000円

長浜市立湖北病院 20,261,747円

諮問関係

報告関係

・市長の指定専決

地方自治法第 180条第 1項の規定に基づく指定専決処分の報告 6件

損害賠償の額を定めることについて  4件
市道の看板倒壊による車両破損事故 1件   ′

公用車による接触事故       3件
訴えの提起について         1件

改良住宅明渡 し及び損害賠償金の支払い

和解について            1件
市営住宅明渡請求及び滞納家賃等支払請求訴訟事件に係る和解

・地方自治法第 243条の 3第 2項の規定に基づく、出資法人の経営状況の報告

株式会社心、るさと夢公社きのもと 第 19期事業報告及び第 20期事業計画

所 管 課 、 容内

人権施策推

進課

ことについて

人権擁護委員法の規定に基づき、次の者を人権擁護委員として推薦することにつ

き、議会の意見を求めるものです。

住所 氏名

長浜市人木浜町 906番地 玉樹 たまき (再任)
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財 源 内 訳
区   分 予 算 額

国県支出金 市 債 その他 一 般

8,657,742 774,000 3,822,781 36,715,477当初予算額 49,970,000

3月 補正予算額 (第 1号 ) 1,957,000 838,712 760,100 259,132 99,056

補正後予算額 51,927,000 9,496,454 1,534,100 4.081,913 36.814,533

平成26年度長浜市補正予算の概要

一般会計

◎市長マニュフエストを補正予算に反映
○市長選挙が執行されたことから、当初予算は義務的経費や継続事業を中心とした「骨格的予算」として編成

しました。市長選挙後、マニュフエストを反映した補正予算を編成しました。

◆総務費

O木之本地区地域振興事業費

O余呉地区地域振興事業費

O西浅井地区地域振興事業費

○企画管理経費

O移住・定住対策事業資

O自治会活動振興事業費

◆民生費

Oしょうがい福祉施設整備支援事業費

O高齢者福祉事務経費

O子ども・子育て支援事業費

O地域子育て支援センター運営事業費

O児童福祉施設整備支援事業費

◆衛生費

O母子保健事業費

O健康づくり推進事業費

◆農林水産業費

O農業振興対策事業費

O有害鳥獣対策事業費

O特産品育成事業費

O林業振興対策事業費

木之本宿の将来ビジョンを明記した活性化プラン作成

廃校活用による交藝の郷づくり事業

(旧 余呉小学校修繕、イベント等開催)

(仮称)奥びわ湖書き初め展覧会等を開催

小谷城SIC利活用推進事業 (企業とのマッチング等)

バイオ大学との連携による科学講座開催

空き家を活用した移住・定住施策をコーディネート

自治会館の耐震診断や耐震改修に対し補助

グループホームの整備経費を補助

市内事業所の人材確保を目的に介護福祉士資格

取得に対し補助

買物支援情報を集約しパンフレットを作成

店舗内のキッズスペースの整備・改修経費を補助

常設の託児事業、託児人材バンク設置

民間保育所の整備に対し補助

在宅型、宿泊型サービス等育児環境の整備

健診受診の機運を高める呼びかけや活動・取組に

対し補助

遊休農地を再生、活用する取り組みに補助

獣害を受けにくい農作物導入、新たな農法の実証

老朽化した木製獣害防止柵の補強、機能強化

市産イテゴの特産品化推進、直売所の活性化

木質バイオマス利活用事業を支援

市産材を活用した住宅建築に対し補助

ビワマスの特産品化推進

34i382

3.000

400

96,371

2,500

2,600

14,120

622

15,440

2,327

2,755

86,189

4,000

7,300

10,500

【基金 :2,500】

【その他:832】

【県:76,612】

【基金:91577】

J1042

442

600

26,900

3,100

【基金

【基金

4,000】

2,000】

O水産業振興事業費
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◆商工費

O商業振興対策事業費

O地域経済活性化対策事業費

O宿泊・滞在型観光推進事業費

O豊公園整備事業費

O長浜駅周辺整備事業費

O居住促進事業費

O防災行政無線整備事業費

O教育指導事務経費   ′

O小学校校舎等維持管理経費

O指定文化財等保存整備事業資

O公民館整備費

O社会体育振興対策事業資

■債務負担行為

O防災行政無線整備事業(H26～ H27)

0中学校トイレ改修設計業務(H26～ H27)

チャレンジショップの整備、店舗経営指導費用の支援

ガラスエ芸を軸としたインバタンド人材育成事業

地域資源を生かした新商品開発等の取組を補助

おもてなしガイド養成、ガイドツアー企画

豊公園のテニスコート新設4面の整備

長浜駅東地区再開発事業

施設、周辺道路整備

子育て世代に固定資産税(家屋)の納税額相当額

を助成(H26は広報費のみ)

移動系防災行政無線(デジタル化)の整備

「長浜市子育て憲章」の周知啓発

小学校トイレの洋式化、老朽施設改修の設計

仏像盗難対策として防犯設備等設置を支援

神照公民館用地整備

幼児から小学生を対象にスポーツ教室を開催

697,759

15.585

56,545

18,000

10,045

28,500

1,161,081

181,000

979,981

100

290,857

296,857

283:822

403

20,779

5,280

257,000

360

【県 :13.500】

【基金 :10.000】

【県 :281500】

【国 :90,500】

【市債 :85,900】

【国 :499,600】

【県 :130,000】

【基金 :2111600】

【市債 :133,300】

【市債 :2961800】

【基金 :16,623】

【市慣 :244,100】
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平成25年度長浜市補正予算の概要

一般会計

1.決算見込みに合わせた補正

O国 県支出金の減や契約差金に伴う事業費の減額

O国庫負担金の返還           生活保護費等国庫負担金返還金

O病院事業会計負担金          長浜病院:216百 万円、湖北病院:806百万円

O基金積立金

2.追加事業により新たに予算措置するもの

O高齢者福祉施設管理運営事業      伊香の里整備:車庫、介護用ベット更新

O湖北幼稚園整備事業          旧速水幼稚園解体、工事監理

O小学校校舎等維持管理経費 古保利、七郷小学校プール整備

O職員退職手当 支給見込み額 57人分 977,662千 円

当初計上 200,000千 円、補正計上 777,662千円

618,237

△ 851,805

37,876

101,552

1,330,614

1,089,160

57,407

39,517

214.574

777,662

【基金 :42.615】

【国 :3,633】

【市債 :7,900】

【基金 :27,984】

【国 :231916】

【市債 :109,100】

【基金 :81,000】

■債務負担行為

Oびわ体育館指定管理料(H25～ H28)

0長浜市民プール等指定管理料(H25～ H30)[変更]

O特別養護老人ホーム伊香の里等譲渡交付金(H25～ H27)

O橋りょう整備事業(H25～ H26)[廃止]

■繰越 明許費

O庁舎整備事業

O社会教育施設整備事業[変更]

O高齢者福祉施設管理運営事業[変更]

O長浜駅周辺整備事業

O林道整備事業

O神照運動公園整備事業

O豊公園長浜駅線整備事業

O長浜まちなか地区整備事業[変更]

O曽根通学線整備事業

O市道速水6号線整備事業

O単独道路整備事業[変更]

O急傾斜地崩壊対策事業

5,064

112,365

150,000

△ 23,000

工事請負費、備品購入費

委託料

工事請負費、備品購入費

用地購入費、補助金

委託料、工事請負費、補償金

備品購入費

用地購入費

工事請負費

工事請負費

補償金

負担金

工事請負費

240,000

82.524

71,404

175,000

33,000

1,849

40,000

47,470

46,724

19,000

10,510

98,864

財 源 内 訳
区  分 予 算 額

国県支出金 市債 その他 一 般

現計予算額 58,391,891 11,373,437 5,406,900 6,327,912 35,283,642

3月 補正予算額 (第 9号 ) 1,707,397 △ 186,686 △ 255,300 △ 563,363 2,712,746

60,099,288 11,186,751 5,151,600 5,764,549 37,996,388補正後予算額
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O河川災害復旧事業

O小学校校舎等維持管理経費

O湖北幼稚回整備事業

工事請負費

委託料、工事請負費

委託料、工事請負費

31500

214,574

39,517

特別会計

平成25年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算

平成25年度長浜市診療所特別会計補正予算

平咸25年度長浜市介護保険特別会計補正予算

平咸25年度長浜市公共下水道特別会計補正予算

平成25年度長浜市農柔集落排水事累櫛別会計補正予算

平成25年度景浜市簡易水道事栞特別会計補正予算

企業会計

平成25年度長浜市病院事栞会計補正予算

療養給付費等の増      361,858

診察収入の減等       △ 15,047

保険給付費等の増       48,119

決算見込みによる減額    △ 132,739

(繰越明許費 :434,131千 円[追加及び変更後])

決算見込みによる減額    △ 10,235

決算見込みにょる減額    △41,003

人件費、物件費の補正
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