
 

 
平成２９年 

９月定例会提案議案概要 
８月２８日送付 

 

 

３３議案 

 ・専決処分  ３議案 

・補正予算  ３議案 

     ・決算認定 １１議案 

     ・条例    ３議案 

     ・事件議案  ６議案 

     ・人事案件  ７議案 

      



 



専決処分予算関係 

■8/10付専決 

議案第 69号 専決処分事項の承認を求めることについて（専決第 4号） 

平成 29年度長浜市一般会計補正予算（第 2号） 

【内容】台風５号被害復旧事業 34,300千円  

 

■8/17付専決 

議案第 70号 専決処分事項の承認を求めることについて（専決第 5号） 

平成 29年度長浜市一般会計補正予算（第 3号） 

【内容】台風５号被害復旧事業 57,700千円 

 

 

専決処分事件関係 

■8/18付専決 

議案第 71号 専決処分事項の承認を求めることについて（専決第 6号） 

損害賠償の額を定めることについて 

【内容】平成 29 年 2 月 23 日に発生した長浜市余呉町下余呉地先における除雪車による土間コ

ンクリート等破損事故に係る損害賠償の額を定めたものです。 

 損害賠償の額…1,252,800 円 

 

 

補正予算関係 

議案第 72号 平成 29年度長浜市一般会計補正予算（第 4号） 

議案第 73号 平成 29年度長浜市一般会計補正予算（第 5号） 

議案第 74号 平成 29年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第 1号） 

 

決算関係 

議案第 75号 平成 28年度長浜市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 76号 平成 28年度長浜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 77号 平成 28年度長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）歳入歳出決算の認定につ

いて 

議案第 78号 平成 28年度長浜市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 79号 平成 28年度長浜市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 80号 平成 28年度長浜市休日急患診療所特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 81号 平成 28年度長浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 82号 平成 28年度長浜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 83号 平成 28年度長浜市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 84号 平成 28年度長浜市病院事業会計決算の認定について 

議案第 85号 平成 28年度長浜市老人保健施設事業会計決算の認定について 
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条例関係 

所管課 内 容 

税務課 議案第 86号 長浜市税条例の一部改正について 

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するものです。 

【主な改正内容】 

（1） 固定資産税の「わがまち特例」に関する事項 

 子ども子育て支援のため、法に定める範囲内において本市条例で課税標準の特例

措置を定めるもの。 

 

対象 特例期間 
適用率 

(参酌割合) 

企業主導型保育事業施設 

※1 
5年間 

1/3 

(1/2) 

家庭的保育事業 

居宅訪問型保育事業 

事業所内保育事業 

(利用定員が 5名以下) 

時限なし 
1/3 

(1/2) 

※1：平成 29年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までに国庫助成を受けた認可外保

育施設事業者 

（2）個人の市民税の所得割の非課税の範囲等に関する事項 

  控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備 

  「控除対象配偶者」→「同一生計配偶者」 

【施行日】 

（1） 固定資産税の「わがまち特例」に関する改正  公布の日 

（2） 個人市民税の所得割の非課税範囲等に関する改正 平成 31年 1月 1日 

都市計画課 議案第 87号 長浜市都市公園条例の一部改正について 

 都市緑地法等の一部を改正する法律の一部施行により、都市公園法が平成 29年 6

月 15 日に一部改正されたことに伴い、条ずれが生じることから当該規定を引用す

る本市都市公園条例の一部を改正するものです。 

【施行日】公布の日 

教育改革推

進室 

議案第 88号 長浜市立学校の設置等に関する条例等の一部改正について 

 「学校教育法」及び「余呉地域小中一貫教育基本計画」に基づき義務教育学校を

設置し、また七尾小学校と浅井小学校を統合することに伴い本市条例の一部を改正

するものです。 

【主な改正内容】 

 長浜市立学校の設置等に関する条例 

（1） 義務教育学校の設置 ：余呉小中学校 

（2） 小学校･中学校の廃止：七尾小学校、余呉小学校、鏡岡中学校 
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【他改正条例】（19条例） 

○対象に義務教育学校又は義務教育学校前期課程を追加する。 

（1） 長浜市職員の給与に関する条例 

（2） 長浜市放課後児童クラブ条例 

（3） 長浜市山村広場条例 

（4） 長浜市都市公園条例 

（5） 長浜市市民文化ホール条例 

（6） 浅井文化スポーツ公園条例 

（7） 長浜市民スポーツ施設条例 

（8） 長浜市暴力団排除条例 

（9） 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

める条例 

（10） 長浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（11） 長浜市いじめ問題対策連絡協議会設置条例 

○観覧料等の区分「児童・生徒」を「小学生・中学生」に改める。 

（12） 慶雲館条例 

（13） 歴史文化を紹介する観光施設条例 

（14） 長浜市長浜城歴史博物館条例 

（15） 長浜市歴史民俗資料館条例 

（16） 長浜市郷土資料館条例 

（17） 湖北野鳥センター条例 

（18） 妙理の里条例 

○長浜市立余呉小学校運動場（余呉小）を長浜市立余呉小中学校運動場（余呉小中）

に改める。 

（19） 長浜市運動場照明施設条例 

【施行日】平成 30年 4月 1日 

 

 

事件関係 

所管課 内 容 

契約検査課 

（北部振興

局建設課） 

 

 

 

 

 

 

議案第 89号・第 90号・第 91号 工事請負契約の変更について 

○議案第 89号 工事請負契約の変更について 

 赤川第１雨水貯留施設築造工事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：662,904,000円 

 変更後：670,795,560円 

 ※平成 29 年 3 月から適用する公共工事設計労務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 
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(市民活躍

課) 

 

 

 

 

 

（教育総務

課） 

○議案第 90号 工事請負契約の変更について 

 北郷里まちづくりセンター改築工事（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：201,528,000円  

 変更後：225,090,360円 

 ※工事内容の追加に伴う契約金額の変更 

 

○議案第 91号 工事請負契約の変更について 

 （仮称）長浜北部学校給食センター新築工事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：1,370,520,000円 

変更後：1,483,936,200円 

 ※工事内容の追加に伴う契約金額の変更 

 

契約検査課 

(下水道課) 

議案第 92号 工事請負契約について 

 契約の目的 ：木之本西幹線投入点（１５）接続工事 

契約の方法 ：一般競争入札 

契約の金額 ：164,160,000円 

契約の相手方：長浜市東上坂町 1207番地 6 

北川建設 北川 アサ子 

高齢福祉介

護課 

議案第 93号 財産の貸付けについて 

 当該地において認知症対応型共同生活介護（グループホーム）を運営する医療法人

あいち診療会（平成 17 年 2 月 1 日から平成 37 年 3 月 31 日まで貸付契約中）から事

業譲渡を受ける事業者に対し、現利用者の安定利用及び事業者の運営負担の軽減を図

るため、現行と同程度の条件で財産を減額貸付することについて、議会の議決を求め

るものです。 

 

 貸付けの相手方：長浜市野瀬町 743番地 

           株式会社 幸和介護 

代表取締役 野瀬 真孝 

 貸付財産： 

所在地 長浜市野瀬町字芋ノ森 743番 1 外 7筆 

財産の概要 

土 

地 

地目 学校用地、畑 

地積 1,468.69㎡ 

建 

物 

鉄骨造 平屋建 

延床面積 517.79㎡ 

貸付料 年額 107,000円(消費税込み) 

貸付期間：契約締結の日から平成 37年 3月 31日まで 
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道路河川課 議案第 94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 3路線  認定路線 14路線（新規 12路線、再認定 2路線） 

  平方八幡東線   （2路線廃止後、再認定） 

  平方南北１５号線 （新規認定） 

  大辰巳南北４号線 （新規認定） 

 宮司東南北１２号線（新規認定） 

宮司東南北１３号線（新規認定） 

 宮司西環状２号線 （新規認定） 

  南田附西環状２号線（新規認定） 

 祇園南北９号線  （新規認定） 

  新庄寺環状４号線 （新規認定） 

  石田観音坂線   （新規認定） 

  内保南北１号線  （新規認定） 

  宇根南北１号線  （新規認定） 

  金居原八草峠線  （新規認定） 

  下丹生橋本線   （廃止後、再認定） 

 

財産活用室 議案第 95号～第 101号 小谷財産区管理会の委員の選任について 

長浜市財産区管理会条例第 3条の規定に基づき、次の者を小谷財産区管理会の委員

として選任することにつき、議会の同意を求めるものです。 

【住所】           【氏名】 

長浜市小谷丁野町 795番地    中島 勘一  （再任） 

長浜市小谷丁野町 191番地    小畑 清   （再任） 

長浜市下山田 122番地      脇坂 博   （再任） 

長浜市湖北町二俣 267番地    伊藤 清文  （再任） 

長浜市湖北町河毛 1213番地    山口 剛   （再任） 

長浜市湖北町伊部 543番地    上野 哲英  （新任） 

長浜市小谷上山田町 1224番地   清水 義嗣  （新任） 

【任期】平成 29年 10月 4日～平成 33年 10月 3日（4年） 

【参考】小谷財産区の保有する土地の面積  山林等 117,663㎡ 

 

 

諮問関係 

人権施策

推進課 

諮問第 1号～第 10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

することについて、議会の意見を求めるものです。 
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     【住所】           【氏名】 

   長浜市大宮町 8番 4号         堤 泰二   （新任） 

   長浜市西上坂町 637番地      曽我 景年  （新任） 

長浜市下之郷町 246番地      小倉 昭憲  （再任） 

   長浜市五村 356番地 7        饗場 ひとみ （再任） 

長浜市唐国町 701番地       藤井 巌   （新任） 

   長浜市川道町 107番地 1       足利 弘樹  （新任） 

長浜市八木浜町 906番地      玉樹 たまき （再任） 

   長浜市高月町高月 429番地     髙月 眞壽  （新任） 

長浜市木之本町千田 722番地 1    美濃部 眞弓 （再任） 

   長浜市西浅井町山田 432番地      岩佐 欣子  （新任） 

【任期】平成 30年 1月 1日～平成 32年 12月 31日（3年） 

 

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 

  除雪車による事故（2件） 

     市道の管理瑕疵による事故（1件） 

・健全化判断比率報告書    

・資金不足比率報告書 

・公営企業会計資金不足比率報告書 

 ・債権管理条例の運用実績と評価  

・債権管理条例の運用実績と評価（病院事業） 
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１　一般会計・特別会計 （単位：円）

会計名 歳入 歳出 歳入歳出差引額 翌年度繰越財源 実質収支額

一般会計 55,186,533,120 53,523,653,780 1,662,879,340 465,006,171 1,197,873,169

※参考　平成27年度一般会計 55,697,631,698 53,264,946,430 2,432,685,268 815,818,278 1,616,866,990

国民健康保険特別会計 14,259,750,439 13,917,716,055 342,034,384 0 342,034,384

国民健康保険特別会計(直診勘定) 290,202,212 284,213,603 5,988,609 0 5,988,609

後期高齢者医療保険特別会計 1,264,220,695 1,258,143,836 6,076,859 0 6,076,859

介護保険特別会計 10,835,841,998 10,416,422,387 419,419,611 0 419,419,611

休日急患診療所特別会計 41,236,589 36,239,859 4,996,730 0 4,996,730

公共下水道事業特別会計 5,416,361,443 5,345,065,576 71,295,867 952,920 70,342,947

農業集落排水事業特別会計 1,356,571,140 1,353,735,720 2,835,420 0 2,835,420

簡易水道事業特別会計 373,814,654 341,284,434 32,530,220 0 32,530,220

平成28年度　各会計決算額

（単位：千円、％）

区 分
平成28年度
決算額（A）

平成27年度
決算額（B）

増減率
平成28年度
構成比

平成27年度
構成比

市 税 16,817,389 16,804,356 0.1 30.5 30.2

分 担 金 及 び 負 担 金 519,470 713,140 -27.2 0.9 1.3

使 用 料 及 び 手 数 料 385,938 404,623 -4.6 0.7 0.7

財 産 収 入 352,448 250,566 40.7 0.6 0.4

寄 附 金 70,358 16,642 322.8 0.1 0.0

繰 入 金 838,067 272,321 207.7 1.5 0.5

繰 越 金 2,432,685 1,775,511 37.0 4.4 3.2

諸 収 入 945,359 986,273 -4.1 1.7 1.8

自 主 財 源 合 計 22,361,715 21,223,432 5.4 40.5 38.1

地 方 譲 与 税 420,276 425,264 -1.2 0.8 0.8

利 子 割 交 付 金 20,867 25,651 -18.7 0.0 0.0

配 当 割 交 付 金 51,235 80,440 -36.3 0.1 0.1

株式等譲渡所得割交付金 32,891 87,172 -62.3 0.1 0.2

地 方 消 費 税 交 付 金 1,902,821 2,155,006 -11.7 3.4 3.9

自 動 車 取 得 税 交 付 金 117,408 114,144 2.9 0.2 0.2

地 方 特 例 交 付 金 等 66,125 62,572 5.7 0.1 0.1

地 方 交 付 税 16,665,750 17,447,732 -4.5 30.2 31.3

交 通 安 全 対 策 交 付 金 16,848 18,674 -9.8 0.0 0.0

国 庫 支 出 金 7,044,002 6,655,920 5.8 12.8 12.0

県 支 出 金 3,985,295 3,527,025 13.0 7.2 6.3

市 債 2,501,300 3,874,600 -35.4 4.5 7.0

依 存 財 源 合 計 32,824,819 34,474,200 -4.8 59.5 61.9

歳 入 合 計 55,186,533 55,697,632 -0.9 100.0 100.0

一般会計歳入の状況
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※千円単位による表示の場合、それぞれ四捨五入によるので、端数において合計等は一致しないものがあります。

２　企業会計

（１）病院事業会計 （単位：円）

収益的収支 収入 支出 平成28年度収支 平成27年度収支

医業収支 13,801,202,738 15,237,837,314 -1,436,634,576 -1,193,950,883

医業外収支 1,271,801,706 1,024,223,834 247,577,872 356,323,541

特別損益 4,655,601 94,304,121 -89,648,520 -175,913,895

合計 15,077,660,045 16,356,365,269 -1,278,705,224 -1,013,541,237

資本的収支 収入 支出 平成28年度収支 平成27年度収支

資本的収支 1,050,947,280 2,851,472,955 -1,800,525,675 -1,161,624,511

（２）老人保健施設事業会計 （単位：円）

収益的収支 収入 支出 平成28年度収支 平成27年度収支

療養収支 433,789,493 429,816,273 3,973,220 23,737,298

療養外収支 10,227,481 8,531,130 1,696,351 -7,332,252

居宅介護支援収支 5,568,110 8,099,652 -2,531,542 0

特別損益 1,189,190 1,129,190 60,000 60,000

合計 450,774,274 447,576,245 3,198,029 16,465,046

資本的収支 収入 支出 平成28年度収支 平成27年度収支

資本的収支 0 15,111,624 -15,111,624 -15,770,981

（単位：千円、％）

区 分
平成28年度
決算額（A）

平成27年度
決算額（B）

増減率
平成28年度
構成比

平成27年度
構成比

議 会 費 259,230 275,873 -6.0 0.5 0.5

総 務 費 7,620,788 9,267,979 -17.8 14.2 17.4

民 生 費 17,881,424 16,995,168 5.2 33.4 31.9

衛 生 費 4,679,070 4,588,916 2.0 8.7 8.6

労 働 費 32,262 77,210 -58.2 0.1 0.1

農 林 水 産 業 費 2,105,250 2,123,067 -0.8 3.9 4.0

商 工 費 801,369 889,434 -9.9 1.5 1.7

土 木 費 6,221,964 5,410,544 15.0 11.6 10.2

消 防 費 1,944,789 2,559,542 -24.0 3.6 4.8

教 育 費 5,868,438 5,843,934 0.4 11.0 11.0

災 害 復 旧 費 0 36,994 -100.0 0.0 0.1

公 債 費 6,109,068 5,196,284 17.6 11.4 9.8

歳 出 合 計 53,523,654 53,264,946 0.5 100.0 100.0

一般会計歳出の状況 
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一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

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

34,300 0 0 0 34,300

57,700 0 0 0 57,700

51,054,769 9,476,912 860,600 2,882,822 37,834,435

■8月10日付け専決処分　　一般会計補正予算（第2号） 34,300

【歳入予算】

　　○繰越金 34,300

【歳出予算】

　　○公共土木施設災害復旧費 市道等の土砂撤去、路面整形、側溝清掃等 34,300

■8月17日付け専決処分　　一般会計補正予算（第3号） 57,700

【歳入予算】

　　○繰越金 57,700

【歳出予算】

　　○農林水産業施設災害復旧費 農地・農道・用排水路の土砂撤去、路面･法面整形等 7,720

林道の土砂撤去、路面整形、擁壁工、舗装工等 27,290

　　○公共土木施設災害復旧費 市道・側溝の土砂撤去、路面整形等 14,700

急傾斜地土砂撤去、土嚢設置、水路改修等 7,000

　　○公立学校施設災害復旧費 永原小学校グラウンド脇土砂・倒木等撤去、防護措置 990

第69号　　平成29年度長浜市一般会計補正予算（第2号）［専決処分］の概要
第70号　　平成29年度長浜市一般会計補正予算（第3号）［専決処分］の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額

専決補正予算額（第2号）

専決補正予算額（第3号）

補正後予算額

平成２９年８月７日から８日にかけての台風５号により発生した市内施設の被害について、緊急の対応を行うため、
平成２９年８月１０日付け及び８月１７日付けで補正予算の専決処分を行いました。
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一般会計

(単位：千円）

　　○長浜学校給食センター調理配送業務 平成30年度～平成34年度 749,571

　　○長浜学校給食センター配送車両・備品購入 平成29年度～平成30年度 69,491

　【廃止】

　　○長浜学校給食センター配送業務 平成30年度～平成35年度 △ 211,465

（教育委員会事務局 すこやか教育推進課 学校給食室）

第72号　平成29年度長浜市一般会計補正予算（第4号）の概要

■債務負担行為
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一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

51,054,769 9,476,912 860,600 2,882,822 37,834,435

1,704,512 885,704 27,400 339,253 452,155

52,759,281 10,362,616 888,000 3,222,075 38,286,590

1,317,908

　　○国民年金事務経費 国民年金システム改修業務 599 【国：599】

　　○戸籍住民基本台帳管理事務経費 住民記録システム改修業務 18,468 【国：18,468】

　　○中心市街地整備事業 元浜町13番街区第一種市街地再開発事業補助 1,159,380 【国：579,690】

【県：241,537】

【基金：338,153】

　　○地福寺神照線整備事業 街路用地購入 64,211 【国：35,277】

【市債：27,400】

　　○長浜中心市街地地区整備事業 市道錦南大通寺線石畳舗装修景工事 71,967 【国：31,935】

　　○児童福祉施設整備支援事業 民間保育所等防犯対策強化事業補助 3,283 【国：2,189】

161,604

　　○消防団運営事業 消防団第1分団屯所整備工事 36,348

　　○スポーツ施設整備事業 高月運動広場体育館改修工事、相撲関連施設 56,409

整備工事、北部地域総合体育館整備関連経費

　　○社会福祉協議会活動推進事業 長浜市社会福祉ｾﾝﾀｰ（長浜ｾﾝﾀｰ）移転費補助 20,000

　　○地域介護・福祉空間整備事業 介護施設等開設準備経費補助（1施設） △ 26,411 【県：△26,411】

　　○へき地医療体制推進事業 西浅井地区診療所拠点化等改修工事設計業務 11,502

　　○市税賦課徴収管理事務経費 滞納整理システム改修業務 13,545

　　○宿泊・滞在型観光推進事業 （仮称）長浜市・敦賀市・南越前町観光連携 1,000

協議会負担金

　　○己高庵管理運営事業 己高庵客室等改修工事 7,906

　　○農業用施設等維持管理事業 余呉湖補給揚水機場維持管理経費 4,400 【県：2,420】

【その他：1,100】

　　○長浜中央公園整備事業 長浜中央公園整備に係る測量等 5,805

　　○小学校校舎等維持管理経費 木之本小学校プール整備工事設計業務 10,000

　　○小中一貫校開設準備経費 余呉小中学校開校に向けた備品購入等 16,600

　　○小学校統合準備経費 七尾小学校･浅井小学校統合に向けた備品購入等 4,500

135,000

　　○国庫県支出金精算還付金 前年度決算確定に伴う超過受入額精算 135,000

90,000

　　○公共建築物長浜市産材調達管理基金繰出金 90,000

第73号　　平成29年度長浜市一般会計補正予算（第5号）の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額

３．決算の確定に伴うもの

４．基金の繰出

9月補正予算額（第5号）

補正後予算額

１．補助採択によるもの

２．年度内に新たに予算措置が必要となったもの
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■債務負担行為

　　○産業文化交流拠点（文化福祉棟）整備事業 平成29年度～平成31年度　　　　　　　 2,806,030

（市民協働部 産業文化交流拠点整備室）

　　○長浜中央公園整備実施設計等業務 平成29年度～平成30年度　　　　　　　 26,516

（都市建設部 都市計画課）

特別会計

　第74号　平成29年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第1号） 【債務負担行為増額変更】健康診査業務 4,374
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