
 

 
平成２７年 

１２月定例会提案議案概要 
１１月２４日送付 

 

 

２２議案 

     ・補正予算  ６議案 

     ・条例    ７議案 

     ・事件議案  ９議案 

      

      



 



補正予算関係 

議案第 100号 平成 27年度長浜市一般会計補正予算（第 5号） 

議案第 101号 平成 27年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第 2号） 

議案第 102号 平成 27年度長浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第 1号） 

議案第 103号 平成 27年度長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2号） 

議案第 104号 平成 27年度長浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第 1号） 

議案第 105号 平成 27年度長浜市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

条例関係 

所管課 内 容 

人事課 

防災危機管

理課 

議案第 106号 長浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例及び長浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律（以下「一元化法」という。）の一部の規定が平成 27年 10月 1日から施行され、

関連する諸政令の改正が行われたことに伴い、年金たる補償及び休業補償と年金た

る給付との併給調整等の取扱いについて、一元化法の施行日に遡及し条例に規定す

る必要があるため改正するものです。 

 

施行日：公布の日から施行し、平成 27年 10月 1日から適用する。 

人事課 議案第 107号 長浜市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて 

 長浜市議会の議長等の報酬月額について、長浜市特別職報酬等審議会の答申を尊

重し改定するものです。 

職名 現行額 改定額（答申額） 引上額 

議長 445,000円 460,000円 15,000円 

副議長 387,000円 400,000円 13,000円 

議員 356,000円 370,000円 14,000円 

 

 施行日：平成 28年 4月 1日 

人事課 議案第 108号 長浜市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の一部改正につ

いて 

 市長、副市長及び教育長の給料月額について、長浜市特別職報酬等審議会の答申

を尊重し改定するものです。 

職名 現行額 改定額（答申額） 引上額 

市長 848,000円 900,000円 52,000円 

副市長 727,000円 750,000円 23,000円 

教育長 675,000円 700,000円 25,000円 

 

 施行日：平成 28年 4月 1日 
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税務課 

滞納整理課 

議案第 109号 長浜市税条例等の一部改正について 

 ①長浜市税条例の一部改正 

【主な改正内容】 

   平成 28 年 4 月 1 日付けで地方税法が改正されることに伴い、徴収猶予及び

換価猶予について、これまでは職権（徴収権者）によるものであったが、加え

て納付すべき者の申請によっても猶予が認められるようになり、その申請手続

や納付の方法、猶予期間等を規定するものです。 

  

 ②長浜市税条例の一部を改正する条例の一部改正 

【主な改正内容】 

平成 27年 9月 30日付けで地方税法施行規則等の一部を改正する省令が公布 

されたことに伴い、市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、入湯

税に係る各条項において番号制度における法人番号の規定を整備するもので

す。 

 

施行日：①平成 28年 4月 1日 

     ②公布の日 

市民課 議案第 110号 長浜市住民基本台帳カード利用条例の一部改正について 

 住民基本台帳カードを利用してコンビニで所得（課税）証明書を発行可能とする

ことについて、利用可能なサービスとしての規定を追加するものです。 

 

 施行日：平成 28年 3月 15日 

建築住宅課 議案第 111号 長浜市建築審査会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 17 条の規定により建築基準法が改正され、建築審査会の委員の

任期を条例に委任されることから、「委員の任期」を加えるものです。 

  

・任期 ２年   施行日：平成 28年 4月 1日 

湖北やすら

ぎの里 

議案第 112号 長浜市介護老人保健施設条例の一部改正について 

 長浜市老人保健施設事業の附帯事業として指定居宅介護支援事業を行うため改

正するものです。 

  

施行日：平成 28年 4月 1日 
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事件関係 

所管課 内 容 

契約検査課 

 

（防災危機

管理課） 

 

 

 

 

 

 

（高齢福祉

介護課） 

議案第 113・114号 財産の取得について 

 

○議案第 113号 財産の取得について 

  目的：消防ポンプ自動車の購入 

財産の種類等：消防ポンプ自動車 ２台 

契約方法：指名競争入札 

契約金額：29,300,000円 

契約の相手方：長浜市新栄町４８４番地 

         株式会社 新栄自動車 代表取締役 田附 淑子 

 

○議案第 114号 財産の取得について 

  目的：介護用浴槽の購入 

財産の種類等：介護用浴槽 ４台 

契約方法：指名競争入札 

契約金額：22,464,000円 

契約の相手方：長浜市木之本町木之本７５０番地 

株式会社 横田工房 代表取締役 横田 義男          

生涯学習課 

高齢福祉介

護課 

商工振興課 

議案第 115号～121号 指定管理者の指定について 

 地方自治法の規定により、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。 

 ◎それぞれの公の施設の名称、指定管理者及び指定期間は別紙のとおりです。 

 

議案第 115号 神田公民館の指定管理者の指定について 

議案第 116号 西浅井公民館等の指定管理者の指定について 

議案第 117号 木之本福祉ステーションの指定管理者の指定について 

議案第 118号 高月福祉ステーションの指定管理者の指定について 

議案第 119号 長浜勤労者総合福祉センターの指定管理者の指定について 

議案第 120号 高月共同福祉施設の指定管理者の指定について 

議案第 121号 長浜バイオインキュベーションセンターの指定管理者の指定に 

ついて 
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諮問関係 

人権施策

推進課 

諮問第 11号～18号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、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） 

長浜市祇園町３７２番地１     伊吹 孫平  （新任） 

長浜市酢３２４番地３       松井 京美  （再任） 

長浜市湖北町速水１０４０番地   ⻆川 智子  （再任） 

長浜市湖北町田中１７４番地    新田 專信  （新任） 

長浜市小谷丁野町８４９番地    伊吹 惠鐘  （再任） 

長浜市余呉町今市３４４番地１   東野 眞知子 （再任） 

   長浜市余呉町中之郷１８１番地３  岡山 光春  （再任） 

長浜市西浅井町岩熊５４３番地   岩谷 円祐  （再任） 

 任期：平成２８年４月１日～平成３１年１２月３１日（３年９か月） 

 

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 

   損害賠償の額を定めることについて ４件 

        内訳：公用車による事故 ３件 

スキー教室における事故 １件 

    反訴の提起について １件 
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別 紙 

議案第 115 号～第 121 号 指定管理者の指定について 

 

所管課 内容 

生涯学習課 議案第 115号 神田公民館の指定管理者の指定について 

公の施設の名称：神田公民館 

指定管理者 

  所在地：長浜市加田町２７２７番地 

  名 称：神田地区まちづくり協議会 

  代表者：会長 松本 治平 

指定期間：平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

議案第 116号 西浅井公民館等の指定管理者の指定について 

公の施設の名称：西浅井公民館、西浅井運動広場運動場、西浅井運動

広場テニスコート、西浅井運動広場グラウンドゴル

フ場、西浅井運動広場体育館及び西浅井いきいきホ

ール 

指定管理者 

  所在地：長浜市西浅井町大浦２５９０番地 

  名 称：西浅井地区地域づくり協議会 

  代表者：会長 山口 正之 

指定期間：平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

高齢福祉介護課 議案第 117号 木之本福祉ステーションの指定管理者の指定について 

公の施設の名称：木之本福祉ステーション 

指定管理者 

  所在地：長浜市湖北町速水２７４５番地 

  名 称：社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 

  代表者：会長 一居 隆夫 

指定期間：平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

議案第 118号 高月福祉ステーションの指定管理者の指定について 

 公の施設の名称：高月福祉ステーション 

指定管理者 

  所在地：長浜市湖北町速水２７４５番地 

  名 称：社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 

  代表者：会長 一居 隆夫 

指定期間：平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 
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商工振興課 議案第 119号 長浜勤労者総合福祉センターの指定管理者の指定につ

いて 

公の施設の名称：長浜勤労者総合福祉センター 

指定管理者 

  所在地：長浜市余呉町八戸５７４番地１ 

  名 称：株式会社 ロハス余呉 

  代表者：代表取締役 辻 市夫 

指定期間：平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

議案第 120号 高月共同福祉施設の指定管理者の指定について 

 公の施設の名称：高月共同福祉施設 

指定管理者 

  所在地：長浜市高月町渡岸寺１５５番地１ 

  名 称：特定非営利活動法人 花と観音の里 

  代表者：代表理事 那須 康也 

指定期間：平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

議案第 121 号 長浜バイオインキュベーションセンターの指定管理者

の指定について 

 公の施設の名称：長浜バイオインキュベーションセンター 

指定管理者 

  所在地：長浜市田村町１２８１番地８ 

  名 称：一般社団法人 バイオビジネス創出研究会 

  代表者：代表理事 大塚 良彦 

指定期間：平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 
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一般会計一般会計一般会計一般会計 （単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

53,127,485 10,760,999 1,547,900 3,006,425 37,812,161

87,24387,24387,24387,243 △ 7,482△ 7,482△ 7,482△ 7,482 △ 31,400△ 31,400△ 31,400△ 31,400 126,125126,125126,125126,125
普通交付税

126,125

53,214,728 10,753,517 1,516,500 3,006,425 37,938,286

１．補助採択によるもの１．補助採択によるもの１．補助採択によるもの１．補助採択によるもの 23,59223,59223,59223,592

　○ＩＴ推進事業費 番号制度中間サーバープラットフォーム利用負担金 8,256 【国:8,256】

　○農業振興対策事業費 環境保全型農業直接支払交付金追加 14,389 【県:11,566】

　○米政策支援事業費 水田野菜生産拡大推進事業補助金追加 947 【県:947】

２．年度内に新たに予算措置が必要となったもの２．年度内に新たに予算措置が必要となったもの２．年度内に新たに予算措置が必要となったもの２．年度内に新たに予算措置が必要となったもの 193,951193,951193,951193,951

　○予防接種事業費 予防接種委託料追加 18,406

　○商業振興対策事業費 （仮称）株式会社浅井三姉妹の郷出資金 1,800

　○商工振興事務経費 ふるさと寄附お礼品追加 1,750

　○宿泊・滞在型観光推進事業費 びわ湖・近江路観光圏協議会負担金追加 1,913

　○地域伝統芸能による豊かなまちづくり 地域伝統芸能全国大会広報宣伝 3,000

　　 大会ながはま開催事業費

　○単独道路整備事業費 道路事業用地購入に係る登記等委託 3,500

　○消防施設整備事業費 消防本部庁舎整備事業用地購入 70,000

　○幼稚園園舎等維持管理経費 北郷里幼稚園非常放送設備更新 3,300

北幼稚園屋根改修工事

　○文化施設管理運営費 五先賢の館空調設備更新工事 5,000

　○公民館整備費 北郷里公民館整備に係る測量業務等 10,282

　○社会教育施設整備事業費 浅井球場内野改修 75,000

神照運動公園防球ネット改修

虎姫運動広場、高月運動広場テニスコート改修

３．事業費等の確定に伴うもの３．事業費等の確定に伴うもの３．事業費等の確定に伴うもの３．事業費等の確定に伴うもの △ 130,300△ 130,300△ 130,300△ 130,300

　○林道開設事業費 国県補助金減額による減額 △ 10,000 【県:△7,500】

　○道路維持管理事業費 国交付金減額による減額 △ 10,000 【国:△5,500】

　○曽根通学線整備事業費 国交付金減額による減額 △ 20,000 【国:△11,000】

　○公共下水道事業特別会計繰出金 事業費精査による減額 △ 44,300

　○社会教育施設整備事業費 入札結果による減額 △ 46,000 【国:△4,251】

【市債:△31,400】

補正後予算額

12月補正予算額(第5号)12月補正予算額(第5号)12月補正予算額(第5号)12月補正予算額(第5号)

第100号　　平成27年度長浜市一般会計補正予算の概要（第5号）

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額
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■債務負担行為

　○神田公民館指定管理料(H28～32) 44,690 市民協働部生涯学習課

　○西浅井公民館等指定管理料(H28～32) 70,180 市民協働部生涯学習課

　○木之本福祉ステーション指定管理料(H28～32) 42,190 健康福祉部高齢福祉介護課

　○高月福祉ステーション指定管理料(H28～32) 48,185 健康福祉部高齢福祉介護課

　○長浜勤労者総合福祉センター指定管理料(H28～32) 33,565 産業経済部商工振興課

　○高月共同福祉施設指定管理料(H28～32) 22,410 産業経済部商工振興課

　○長浜バイオインキュベーションセンター指定管理料(H28～32) 27,285 産業経済部商工振興課

　○消防本部庁舎整備事業用地購入費(H28) 30,000 総務部防災危機管理課

　○ふるさと寄附事務委託料(H28) 1,500 総合政策部市民広報課

　○健康診査業務（追加補正）(H28) 68,992 健康福祉部健康推進課

　○県営かんがい排水事業負担金(H28～H29) 8,575 産業経済部農政課

■繰越明許費

　○公民館整備費 北郷里公民館用地測量等 10,282 市民協働部生涯学習課

　○社会教育施設整備事業 社会教育施設改修工事 65,000 市民協働部文化スポーツ課

　○長浜駅周辺整備事業 公共歩廊、駅前広場測量設計 46,000 産業経済部長浜駅周辺まちなか活性化室

　○単独道路整備事業 道路改修等工事 16,291 都市建設部道路河川課

橋梁改築負担金 14,659 都市建設部道路河川課

　○橋梁長寿命化事業 橋梁改修工事 32,500 都市建設部道路河川課

橋梁長寿命化修繕工事 38,880 都市建設部道路河川課

特別会計特別会計特別会計特別会計

　第101号　平成27年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第2号）　第101号　平成27年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第2号）　第101号　平成27年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第2号）　第101号　平成27年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第2号） 国県支出金精算、予防給付ケアプラン作成委託 88,525

【債務負担行為】高月福祉ステーション指定管理料(H28～32) 315

　第102号　平成27年度長浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）　第102号　平成27年度長浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）　第102号　平成27年度長浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）　第102号　平成27年度長浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号） 事業費の精査、基金積立 199,163

【繰越明許費】雨水渠整備事業（打越川排水区） 3,500

　第103号　平成27年度長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）　第103号　平成27年度長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）　第103号　平成27年度長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）　第103号　平成27年度長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号） 事業費の精査 △ 15,000

　第104号　平成27年度長浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）　第104号　平成27年度長浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）　第104号　平成27年度長浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）　第104号　平成27年度長浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号） 事業費の精査 △ 119,803

企業会計企業会計企業会計企業会計

　第105号　平成27年度長浜市病院事業会計補正予算（第1号）　第105号　平成27年度長浜市病院事業会計補正予算（第1号）　第105号　平成27年度長浜市病院事業会計補正予算（第1号）　第105号　平成27年度長浜市病院事業会計補正予算（第1号） 薬品費・光熱水費追加、診療局備品 129,000
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