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専決処分予算関係

■11/21付専決

議実第 108丹 専決処分事項 の承認 茉 め る とにつ いて (車決第 3丹)

平成 26年度長浜市一般会計補正予算 (第 6号 )

【内容】衆議院議員選挙費 56,000千円

衆議院議員選挙の執行に係る経費を予算措置 したものです。

補正予算関係

議実第 110丹 平成 26年度長浜市 臨倶陰樺剛1会計補正予算 (第 1丹 )

条例関係

所管課 内 容

幼児課

子育て支援

課

議案第 118号 長浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準 を定める の制定 について

の制定について

る条例の制定について

子ども・子育て支援を総合的に推進する「子ども・子育て支援新制度」が平成 27

年 4月 から施行されることに伴い、必要となる基準を定めるものです。

【制定内容】

①特定教育・保育施設 (幼稚園、保育所、認定こども園)の利用定員、運営、給

付等に関する基準 → 国基準どおり

②特定地域型保育事業 (家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保

育)の利用定員、運営、給付等に関する基準 → 国基準どおり

区 分 利用定員

家庭的保育 5人以下

小規模保育 6～ 19人

居宅訪間型保育 1人

事業所内保育

市の認可事業
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③家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の設備及び運営に関

する基準

家庭的保育事業などは市が認可するため、設備、職員、保育時間等について

基準を定めます。

本市が定める運営基準は、国が示す基準を満たすことのほか、従来の本市に

おける基準と同程度になることを基本とするため、設備や職員の要件に独自基

準を設けることにより、子どもの安全を一層確保しています。    ・

④放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ)の設備及び運営に関する基準

本市が定める運営基準は、国が示す基準に従うことを基本とし、対象児童は

小学 6年生までとなりますが、専用区画面積 (児童 1人概ね 165ド以上)や 1

支援単位の児童数 (概ね 40人以下)等にういては、新たな待機児童が生じる

おそれがあることから、経過措置を設けます。

施行日:①、②

③、④

子ども・子育て支援法の施行の日

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日

幼児課 議案第 121号 長浜市保育所条例等の一部改正について

平成 27年 4月 の子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、関連する本市条例を

改正するものです。

また、あわせて保育園の閉園及び認定こども園の開園に伴い、所要の改正を行う

ものです。

【改正条例】      ′

1.長浜市保育所条例

・大谷保育園の廃止

・南、浅井、びわ、虎姫、高月、木之本、余呉、西浅井保育園の削除

・保育料の改正

子ども・子育て支援法に規定する政令で定める額を限度とする。

(改正前 :児童福祉法で規定する額)

2.長浜市立学校の設置等に関する条例

・六荘、あざい、びわ、とらひめ、高月、木之本、よご、西浅井幼稚国の

削除

3.長浜市立幼稚園保育料条例

・保育料の改正

子ども 。子育て支援法に規定する政令で定める額を限度とする。

(改正前 :年額 72,000円 )

ィ4.長浜市立認定こども国の設置等に関する条例

・たかつき認定こども園 : 長浜市高月町東柳野 15番地 1

・きのもと認定こども園 : 長浜市木之本町木之本 698番地 2
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・保育料の改正

子ども・子育て支援法に規定する政令で定める額を限度とする。

【廃止条例】

5.長浜市保育の実施に関する条例

「保育の必要性」の認定に関する規定が、子ども・子育て支援法で規定さ

れるため条例は廃上 します。

施行日 :子 ども・子育て支援法の施行の日

ただし、大谷保育国の廃止及びたかつき・きのもと認定こども園の位置

については、平成 27年 4月 1日

総務課 議案第 122号 長浜 条例等の一部改正 につ いて

「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」が平成 27年 4月 1日 に施行され

ることに伴い、対象となる本市 3条例の引用条項等を改正するものです。

【改正条例】

・長浜市情報公開条例

・長浜市個人情報保護条例

・長浜市職員退職手当条例

施行日 :平成 27年 4月 1日

行政経営改

革室 例の一部改正について

附属機関の委員報酬の額の均衡を図るため、本市条例の一部を改正するもので

す。

【主な改正内容】

・報酬の額を統一                     '

区分 報酬額

学識経験を有する委員 日額 7,100円

その他の委員 日額 4,400円

※しょうがい者自立支援審査会及び介護認定審査会の委員を除く。

・経過措置

施行の日において当該附属機関の委員であるものは、平成 30年 3月 31日 ま

でを限度として、その任期が終了するまでの間は現行の報酬額を支給する。

【関連条例】(附則であわせて一部改正します。)

・長浜市職員旅費支給条例

・長浜市青少年問題協議会設置条例

施行日 :平成 27年 4月 1日
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人事課

用等に関する条例の一部改正について

平成 26年の国家公務員の給与改定に関する人事院勧告等を踏まえ、職員給与の

改定を行うため、本市条例の一部を改正するものです。

【改正内容】

■本年の給与改定関係

<参考> 人事院勧告に伴う影響額  90,914千 円 (一般会計、特別会計等)

■給与制度の総合的見直 し関係

内容 改正案

50歳台後半層が在職する号俸を中心に、給料月額を平均

170%引 下げ

改定率 :000～ △395%、 対象者 :1,036人

ただし、平成 29年度までの 3年間、現給保障の経過措置

を設ける。

※制度改正の原資確保のため、平成 27年 1月 1日 昇給を

1号俸抑制

内容 改正案

① 給料表の改定

若年層が在職する号俸を中心に、給料月額を平均 047%引

上げ

改定率 :0.00～ 128%、 対象者 :1,041人

(平成 26年 4月 1日 遡及適用)

② 初任給調整手当

医師の初任給調整手当を引上げ

現 行 :1年 目月額 410,900円  → 改正案 :412,200円

対象者 :5人

(平成 26年 4月 1日 遡及適用 )

③ 通勤手当

交通用具使用者の通勤手当を距離区分に応じて引上げ

対象者 :615人

例)片道 5 km以上 10 km未 満

現 行 :4,100円 → 改正案 :4,200円

例)片道 20 km以 上 25 km未満

現 行 :11,300由 → 改正案 :12,900円

(平成 26年 4月 1日 遡及適用)

④ 勤勉手当 支給月数を395月 から 4.10月 に引上げ (+015月 )

O 寒冷地手当

支給地域の改定により廃止

現 行 :余呉地域のみ対象

例)世帯主・扶養者あり :17,800円

改正案 :全市域が対象外

⑥ 給料表の改定
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⑦ 地域手当

支給割合を段階的に引上げる。

現行 :1.5%

平成 28年度 :2.0%

平成 29年度 :2.5%

平成 30年度 :3.0%(本則)

③ 単身赴任手当 基礎額、加算額を引上げ(平成 27年度から段階的に実施)

【関連条例】(附則であわせて一部改正します。)

・長浜市職員の育児休業等に関する条例

施行日 :公布の日

ただし、⑤ ⑥ ⑦ ③は平成27年 4月 1日

税務課 議案第 125号 長浜市税条例の一部改正について

虎姫地域の非線引き都市計画区域への編入を含めた都市計画区域の再編が決定

されるまでの間、都市計画税の課税を免除するため、本市条例の一部を改正するも

のです。 .

【改正内容】

平成 27年度と平成 28年度の2年間、虎姫地域の市街化区域に対する都市計画税

の課税を免除する。

※虎姫地域の市街化区域については、合併協定により市町村の合併の特例等に関

する法律の規定に基づいて、平成 22年度から平成 26年度までの 5年間は都市

計画税の課税を免除しています。

施行日 :公布の日

総務課

市役所新庁舎の多目的ルーム等を市民に開放するにあたり、使用料を定めるた

め、本市条例の一部を改正するものです。

区分 単位 金額 備考

多目的ルーム 1～4 1時間 190円 1部屋当たり

コミュニティルーム (和室) 1時間 190円

コミュニティルーム 1時間 190円

※使用料は上記の金額に消費税及び地方消費税を別途加算 し、10円未満の端数を切 り捨てた

額です。

施行日 :平成 27年 4月 1日
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保険医療課

産科医療補償
掛金加算

現 行

<42万円>

3万円

39万円

改正案

<42万円>

1.6万円

40.4万円

産科医療補償制度の掛金の額の見直 しに伴う健康保険法施行令の改正により、本

市条例の一吉[を改正するものです。

■出産育児一時金制度

⇒

出産育児一時金

施行日 :平成 27年 1月 1日

上下水道課 議案第 128号 浜市農業集落排水処理施設条例等の一部改正 について

長浜市域の上下水道事業の一体的な運用を目指していく中で、使用者負担の公平

性を確保するため、短期使用の場合の基本料金算定に係る取扱いに関する規定を新

たに設けることについて、対象となる本市 3条例の一部を改正するものです。′

【改正条例】

・長浜市農業集落排水処理施設条例

:長浜市公共下水道使用料条例

・長浜市簡易水道給水条例

【改正内容】

使用日数が 15日 以内の場合は基本料金を2分の 1と する。

(長浜水道企業団の規定に統一)

■下水道使用料 (公共、農排)の例

使用日数 :15日 以内

16日 以上 1か月未満

現行

1,320円

1,320円

改正案

=)   660円

⇒  1,320円

施行日 :平成 27年 4月 1日

防災危機管

理課 「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進

法等の一部を改正する法律」の施行に伴 う「児童扶養手当法」の改正に伴い、本市

条例の引用条項等を改正するものです。

施行日 :公布の日
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農政課

現在休館中の「浅井心、れあいの里・プラザ心、くらの森」を廃止することに伴い、

本市条例を廃止するものです。

【関連条例】 (附則であわせて廃止 します。)

・浅井ふれあいの里・プラザふ くらの森条例の停上に関する条例

施行日 :規則で定める日

事件関係

所管課 内 容

高齢福祉介

護課 審査会の執務場所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  「長浜市役所東別館内」

変更後  「長浜市役所内」

契約検査課

(教育総務

課)

O議案第 132号 工事請負契約の変更について

(仮称)木之本認定こども園新築工事 (建築)の契約金額を増額する変更契約を締

結するものです。

変更前  561,600,000円

変更後  566,198,640円

※平成26年 2月 から適用する公共工事設計労務単価及び平成26年度設計業務委託

等技術者単価の運用に係る特例措置の適用に伴う契約金額の変更

○議案第 133号 工事請負契約の変更について

(仮称)高月認定こども園新築工事 (建築)の契約金額を増額する変更契約を締結

するものです。

変更前  752,652,000円

変更後  755,221,320円

※平成 26年 2月 から適用する公共工事設計労務単価及び平成 26年度設計業務委託

等技術者単価の運用に係る特例措置の適用に伴う契約金額の変更

生涯学習・

文化スポー

ツ課

歴史文化推

進室

高齢福祉介

護課

都市計画課

森林整備課

議案第 134 142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 137号 歴史資料館の指定管理 の指定 について
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市民協働推

進課

観光振興課

議案第 141号 大見いこいの広場の指定管理者の指定について

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

損害賠償の額を定めることについて 3件

内訳 :公用車にょる事故    2件
市道管理瑕疵による事故 1件

人権施策

推進課 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

長浜市七条町673番地   樋口 幸永  (再任)

長浜市南高田町 1番 17号  高田 秀博  (再任)

任期 :平成 27年 4月 1日 ～平成 30年 3月 31日 (3年 )
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別 紙

議案第 134号～第 142号 指定管理者の指定について

所管課 内容

生涯学習・文化ス

ポーツ課 公の施設の名称 :南郷里公民館

指定管理者

所在地 :長浜市新栄町 1065番 地 2

名 称 :南郷里地域づくり協議会

代表者 :会長 加藤 敏秀       
′

指定期間 :平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日

公の施設の名称 :西黒田公民館、本庄山村広場

指定管理者

所在地 :長浜市常喜町500番地 1

名 称 :西黒田ふるさと振興会議

代表者 :会長 横田 増市

指定期間 :平成 27年 4月 1日 ～平成 32年 3月 31日

公の施設の名称 :高月公民館

指定管理者                  .
所在地 :長浜市高月町渡岸寺 141番地 1

名 称 :高月地域づくり協議会

代表者 :会長 村井 弘

指定期間 :平成 27年 4月 1日 ～平成 32年 3月 31日

歴史文化推進室

公の施設の名称 :小谷城戦国歴史資料館

指定管理者

所在地 :長浜市小谷郡上町139番地

名 称 :小谷城址保勝会

代表者 :会長 柴垣 勇

指定期間 :平成 27年 4月 1日 ～平成 30年 3月 31日
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所管課 内容

高齢福祉介護課 議案第 138号 北デイサー ビスセンターの指 の指 定 につい

て

公の施設の名称 :湖北デイサービスセンター

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 27年 4月 1日 ～平成 32年 3月 31日

都市計画課 議室癖 139 丹  虚挿 ERコ ミュニテ イ ハ ウ ス峯 の 指 申 管 理 者 の 指 ‡ に つ

いて

公の施設の名称 虎姫駅コミュニティハウス、虎姫駅前多目的広場、

長浜市虎姫駅前駐車場、長浜市虎姫駅前第一駐輪場

所、長浜市虎姫駅前第二駐輪場所

指定管理者

所在地 :長浜市田町84番地 6

名 称 :株式会社まちづくり虎姫

代表者 :代表取締役 山内 健次

指定期間 :平成 27年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

森林整備課 議案第 140‐号_ 高山キャンプ場の指定 指定 について

公の施設の名称 :高山キャンプ場

指定管理者

所在地 :長浜市余呉町八戸 574番地 1

名 称 :株式会社口′、ス余呉

代表者 :代表取締役 辻 市夫

指定期間 :平成 27年 4月 1日 ～平成 32年 3月 31日

市民協働推進課

公の施設の名称 :大見いこいの広場

指定管理者

所在地 :長浜市木之本町木之本 1757番 地 2

名 称 :株式会社ら、るさと夢公社きのもと

代表者 :代表取締役 岩根 博之

指定期間 :平成 27年 4月 1日 ～平成 30年 3月 31日
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所管課 内容

観光振興課

公の施設の名称 :己高庵         ―

指定管理者      .
所在地 :長浜市木之本町木之本 1757番 地 2

名 称 :株式会社ふるさと夢公社きのもと

代表者 :代表取締役 岩根 博之

指定期間 :平成 27年 4月 1日 ～平成 30年 3月 31日
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第108号  平成26年度長浜市一般会計補正予算 (第 6号 )の概要

平成26年 11月 21日 の衆議院の解散に伴い、平成26年 12月 14日 に衆議院議員総選挙が執行されることに

なったため、11月 21日 に補正予算の専決処分を行つたもの

一般会計
財 源 内 訳

一 般国県支出金 市債 その他
区  分 予 算 額

4,2557944 37.043,95452,563,304 9,735,806 1,527,600現計予算額

0 050,000 56,009 0専決補正予算額(第6号 )

4.255,944 37,043,9549,791,806 1,527,600補正後予算額 52,619,304

衆議院議員選挙費 56,000【 県:56,000】
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第109号  平成26年度長浜市一般会計補正予算の概要 (第7号 )

一般会計

1.給与改定関係

O職員給与費 給与改定によるもの

退職手当の追加及び人事異動等によるもの

賃金の追加

2.年度内に新たに予算措置が必要与なつたもの

OIT推進事業費            中間サーバープラットフォーム利用負担金

○しょうがい者自立支援給付事業費   自立支援医療給付費追加

O高齢者福祉施設管理運営事業費

774,697

81,760

663,645

29,292

371,429

1.246【 国J,246】

9,685【 国4,842】

【県:2,421】

〇しょうがい者地域生活支援事業費

○健康増進がん検診事業費

O地域農業担い手支援事業費

○バイオ産業推進事業費

○上水道事業負担金

O県営道路事業負担金

○雪寒対策事業費

〇道路橋りょう災害復旧事業費

【繰越明許費】

O改良住宅譲渡事業費

O繰出金

3.基金の積立等

O庁舎整備事業費

○公有財産管理事務経費

湖北福祉ステーション浴槽の更新

社会福祉法人グローヘの補償金

福祉避難所備蓄品

検診業務委託料追加

農地集積協力事業交付金追加

アグリビジネス活性化事業補助金

湖北簡水事業認可変更業務負担金等

県営道路事業負担金追加

除雪業務委託料追加

市道災害復旧(西浅井町中)

路肩復旧(余呉町下丹生)

改良住宅譲渡に伴う工事費の追加

国民健康保険、介護保険、公共下水道

農業集落」F水

財源更正(庁舎建設整備基金の繰入追加)

教育施設整備基金積立金

12,286

19,500

7,702

7,095

18,086

40,000

14,745

4,763

160,000

41,700

【県:7,702】

【国:71513】

【県:18,086】

【国40,000】

【国0,341】

【債4,600】

16,000

18,621

764,000

0【基金:580,000】

764.000

財 源 内 訳

一 般国県支出金 市債 その他
予 算 額区  分

37,043,9541,527,600 4,255,94452,619,304 9,791,806現計予算額

1,234,375

普通交付税
1 2R4 37F

580,000

庁舎建設整備基金
らA0 000

91,151 4,60012月 補正予算領(第 7号 ) 1,9101126

381278,3294,835,9449,882,957 1,532,200補正後予算額 54,529,430

■債務負担行為

O大見いこいの広場指定管理料(H26～ 29)

O南郷里公民館指定管理料(H26～ 29)

〇西黒田公民館等指定管理料(H26～ 31)

0高月公民館指定管理料(H26～ 31)

○己高庵指定管理料(H26～ 29)

10,149企画部市民協働推進課

34,011企 画部生涯学習・文化スポーツ課

43,860企 画部生涯学習。文化スポーツ課

54,870企 画部生涯辛習・文化スポーツ課

16,041産業経済部観光オ辰興課
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O高山キャンプ場指定管理料(H26～ 31)

O虎姫駅コミュニティハウス等指定管理料(H26～ 30)

O小谷城戦国歴史資料館指定管理料(H26～ 29)

O児童文化センター柵改修工事(H26～ 27)

0豊公園長浜駅線整備事業(H26～ 27)

0びわ文化学習センター屋上防水工事(H26～ 27)

7,715産業経済部森林整備課

12,800都市建設部都市計画課

14,103教育委員会歴史文化推進室

3.500健康福祉部子育て支援課

45,000都市建設部部́市計画課

43,000企画部生涯学習・文化スポーツ課

■繰越明許費

O公民館整備事業   、

O地福寺神照線整備事業

O長浜まちなか地区整備事業

0木之本穴師線整備事業

O急傾斜地崩壊対策事業

神照公民館用地造成工事

道路改良工事等

道路舗装工事

道路改良工事等

木之本町西山

70,000企画部生涯学習・文化スポーツ課

39,979都市建設部都市計画課

21,041都市建設部都市計画課

27.300都市建設部道路河,II課

59,400都市建設部道路河)|1課

特別会計

第110号 平成26年度長浜市国民但藤保険特別会計補正予算 (第 1号)              職員給与費

第111号 平成26年度長浜市診療所特別会計補正予算 (第 3号)               医師派遣負担金等

第112号 平成26年度長浜市介護保険特別会計補正予算(第2号)              国県支出金精算等

第113号 平成26年度長浜市公共下水道事集特別会計補正予算 (第 1号)             職員給与費

第‖4号 平成26年度長浜市農果集落排水事業特別会計補正予算 (第 1号)          処理場電気代等

第115号 平成26年度長浜市簡易水道事果特別会計補正予算(第 1号)              職員給与費

,｀              【繰越明許費】簡易水道施設整備事業(西浅井町塩津浜)

企 業 会計

第116号 平成26年度長浜市木之本・高月水道事業会計補正予算 (第 1号)             職員給与費

第117号 平成26年度長浜市病院亭集会計補正予算 (第 1号)                 医薬品費追加

【債務負担行為】市立長浜病院診療支援棟関連医療機器購入費(H26～ 27)

5,521

4,774

98,112

2,495

5,145

1,396

5,581

17,460

400,369

590,000
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