
 

 
平成２９年 

６月定例会提案議案概要 
５月２９日送付 

 

 

１３議案 

     ・専決処分 ３議案 

     ・補正予算 １議案 

     ・条例   ３議案 

     ・事件議案 ６議案 

      



 



専決処分予算関係 

■3/31付専決 

議案第 53号 専決処分事項の承認を求めることについて（専決第 1号） 

平成 28年度長浜市一般会計補正予算（第 7号） 

【内容】 

歳入 特別交付税、各種交付金等の額の確定による補正 

歳出 公共施設等整備基金積立額等の補正 

※予算総額を 1,763,424千円増額 

 

専決処分条例関係 

■3/31付専決 

議案第 54号 専決処分事項の承認を求めることについて（専決第 2号）-税務課- 

長浜市税条例の一部改正 

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が平成 29年 3月 31日公布、同年 4

月 1日に施行されたことから、本市条例の一部を改正したものです。 

【主な改正内容】 

(1)軽自動車税に関する事項 

軽自動車税のグリーン化特例（軽課）を２年延長 

(2)固定資産税に関する事項 

耐震改修又は熱損失防止改修を行った既存住宅で長期優良住宅の認定を受けた場合の特

例の軽減措置を整備 

 通常 長期優良住宅の認定を受けた場合 

耐 震 改 修 ２分の１ ３分の２ 

熱損失防止改修 ３分の１ ３分の２ 

施行日：平成 29年 4月 1日 

 

議案第 55号 専決処分事項の承認を求めることについて（専決第 3号）-防災危機管理局- 

長浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正 

 非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成 29 年

3月 29日公布、同年 4月 1日に施行されたことから、本市条例の一部を改正したものです。 

【主な改正内容】 

 非常勤消防団員等に対する損害補償の補償基礎額について、扶養家族がある場合の加算額を 

改定 

○日額加算額 

 配偶者 22歳まで 

の子 

22歳まで 

の孫 

60歳以上の 

父母・祖父母 

22歳まで 

の弟妹 

重度心身

障害者 

改正前 433円 217円 217円 

改正後 333円 267円 217円 

施行日：平成 29年 4月 1日 
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補正予算関係 

議案第 56号 平成 29年度長浜市一般会計補正予算（第 1号） 

 

 

条例関係 

所管課 内 容 

人事課 議案第 57号 長浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

人事院規則が平成 29 年 4 月 1 日に改正されたことから、同様の取扱いを定めた

本市条例の一部を改正するものです。 

 

【主な改正内容】 

（1）育児休業を再取得できる特別の事情として「保育所等へ入所できないこと」

を明記 

（2）育児休業の延長を１回に限らない特別の事情として「保育所等へ入所できな

いこと」を明記 

（3）育児短時間勤務の終了日から１年未満で育児短時間勤務を再開できる特別の

事情として「保育所等へ入所できないこと」を明記 

施行日：公布の日 

人事課 議案第 58号 長浜市職員退職手当条例の一部改正について 

雇用保険法等の一部を改正する法律により国家公務員退職手当法の一部が改正

され平成 29年 4月 1日に施行されたことから、同様の給付を行う本市条例の一部

を改正するものです。 

 

【主な改正内容】 

（1）退職手当の給付日数の延長【新設】 

   特定退職者及びしょうがい者等に該当する退職者が、激甚災害等の被害のた

め離職を余儀なくされた場合等の退職手当の給付日数を最大 60日から 120日

延長可能とする。 

   また、雇用機会不足地域に居住している等の特定退職者についても、退職手

当の給付日数を最大 60日延長する暫定措置を 5年間実施する。 

※特定退職者：事業主の倒産、事業規模の縮小・廃止・解雇（本人に重大な責

任がある場合を除く）等により離職した者 

 

（2）移転費の対象拡大【改正】 

 移転費の支給対象となる職業を紹介するものについて、現行の公共職業安定所に

特定地方公共団体及び職業紹介事業者を追加する。 

施行日：（1） 公布の日 

（2） 平成 30年１月 1日 
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しょうがい

福祉課 

議案第 59号 長浜市しょうがい者自立支援審査会委員定数条例の一部改正につい

て 

精神医療分野の審査会委員の確保のため委員定数を改正するものです。 

【改正内容】 

 委員定数：（現 行）15人以内 

      （改正後）20人以内 

施行日：平成 29年 7月 1日 

 

事件関係 

所管課 内 容 

契約検査課 

（市民活躍

課） 

 

 

 

 

 

（長浜駅周

辺まちなか 

活性化室） 

 

 

 

 

 

（教育総務

課） 

議案第 60号・第 61号・第 62号 工事請負契約について 

○議案第 60号 工事請負契約について 

  契約の目的 ：北郷里まちづくりセンター改築工事（建築） 

契約の方法 ：一般競争入札 

 契約の金額 ：201,528,000円 

 契約の相手方：長浜市八幡東町 237番地 

株式会社材信工務店 代表取締役 伊藤 浩 

 

○議案第 61号 工事請負契約について 

  契約の目的 ：長浜駅東口ペデストリアンデッキ整備工事 

契約の方法 ：一般競争入札 

 契約の金額 ：738,720,000円 

 契約の相手方：大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目 21番 31号 

        矢田・明豊特定建設工事共同企業体 

矢田工業株式会社 大阪営業所 所長 尾﨑 邦彦 

 

○議案第 62号 工事請負契約について 

  契約の目的 ：（仮称）長浜北部学校給食センター新築工事 

契約の方法 ：一般競争入札 

 契約の金額 ：1,370,520,000円 

 契約の相手方：長浜市八幡東町 428番地 1 

株式会社材光工務店 代表取締役 伊藤 和真 

すこやか教

育推進課 

議案第 63号 財産の取得について 

契約の目的 ：（仮称）長浜北部学校給食センター厨房機器等の購入 

財産の種類等：厨房機器         497点 

         食器・食缶・食器篭類 19,880点 

契約の方法 ：随意契約（公募型プロポーザル方式） 

契約の金額 ：309,744,000円 

契約の相手方：京都府京都市伏見区竹田田中宮町 15番地 

株式会社中西製作所 京都営業所 所長 安原 幹夫 
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契約検査課 

（学校給食

室） 

議案第 64号 財産の取得について 

契約の目的 ：（仮称）長浜北部学校給食センター給食配送車の購入 

財産の種類等：給食配送車 5台 

契約の方法 ：指名競争入札 

契約の金額 ：29,691,190円 

契約の相手方：長浜市森町 370番地 1 

            有限会社北川自動車工業 代表取締役 北川 義和 

道路河川課 議案第 65号 市道の路線の廃止及び認定について 

道路法第 10 条第 3 項及び第 8 条第 2 項の規定に基づき、市道として廃止及び認定

することにつき、議会の議決を求めるものです。 

・廃止路線 １路線   認定路線 １路線（再認定） 

  北船南北船北線（廃止後、再認定） 

 

報告関係 

・継続費及び繰越明許費の繰越しについて（報告） 

・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 9件 

    損害賠償の額を定めることについて 9件 

     除雪車による事故（5件） 

     公用車による事故（1件） 

     市道の管理瑕疵による事故（3件） 

・債権の放棄について（報告）  

  放棄件数及び金額：健康福祉部子育て支援課 2件     37,500円 

都市建設部建築住宅課    4件 13,400,957円 

           都市建設部下水道課    10件   615,951円 

           教育委員会事務局幼児課 3件   189,400円 

 ・平成 28年度診療費等債権の放棄について（報告） 病院事業 

   放棄件数及び金額：長浜病院 581件 15,715,381円  湖北病院 16件 130,360円 
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一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

54,456,320 10,735,764 2,355,200 2,702,390 38,662,966

1,763,424 0 0 0 1,763,424

56,219,744 10,735,764 2,355,200 2,702,390 40,426,390

１．決算見込みによる予算整理 1,763,424

　○公共施設等整備基金積立金 1,463,424

　○山間へき地医療体制強化基金積立金 300,000

２．特別交付税等の額の確定による財源更正

＜歳入＞

　○特別交付税 1,900,078

　○各種交付金等 地方消費税交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金等 △ 136,654

3月補正予算額(第7号)

補正後予算額

第53号　平成28年度長浜市一般会計補正予算（第7号）［専決処分］の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額
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一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

50,700,000 9,444,467 854,300 2,664,456 37,736,777

262,769 32,445 6,300 218,366 5,658

財政調整基金：5,658

50,962,769 9,476,912 860,600 2,882,822 37,742,435

60,039

　　○まちづくり支援事業 コミュニティ団体への助成（５団体） 23,800 【助成金：23,800】

　　○地域介護・福祉空間整備事業 高齢者施設等ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置、防犯対策強化 5,939 【国：5,939】

　　○消防施設整備事業 耐震性貯水槽整備（２箇所） 20,000 【国：10,772】

【市債：6,300】

　　○観音文化振興事業 観音の里ホームページ外国語版制作 2,700 【国：1,350】

【基金：1,350】

　　○宿泊・滞在型観光推進事業 ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ観光統計調査、体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発 7,600 【国：3,800】

【基金：3,800】

　　※歴史的風致活用国際観光支援事業費補助金 事業採択による財源更正 0 【国：160】

　（高月観音の里歴史民俗資料館管理運営事業） 【基金：▲160】

　　※地方創生推進交付金 事業採択による財源更正 0 【国：10,424】

　（観音文化振興事業） 【基金：▲10,424】

　（都市ブランド向上事業）

　（移住促進事業）

　（林業振興対策事業）

202,730

　　○公有財産管理事務経費 旧市民会館用地測量、不動産鑑定評価 2,730

　　○商業振興対策事業 長浜駅東地区第一種市街地再開発事業 200,000 【基金：200,000】

保留床取得等資金貸付金

補正後予算額

１．補助採択等によるもの

２．年度内に新たに予算措置が必要となったもの

第56号　　平成29年度長浜市一般会計補正予算（第1号）の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

当初予算額

6月補正予算額(第1号)
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