
 

 
平成３０年 

９月定例会提案議案概要 
８月２７日送付 

 

 

 

２７議案 

・補正予算   ４議案 

・決算認定  １０議案 

    ・条例     ３議案 

    ・その他議案  ３議案 

    ・人事議案   ７議案 

 



 



補正予算関係 

  議案第 107 号 平成 30 年度長浜市一般会計補正予算（第 7 号） 

議案第 108 号 平成 30年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第 1 号） 

  議案第 109 号 平成 30 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 110 号 平成 30年度長浜市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号） 

 

決算関係 

議案第 111 号 平成 29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 112 号 平成 29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 113 号 平成 29 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 114 号 平成 29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 115 号 平成 29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 116 号 平成 29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 117 号 平成 29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 118 号 平成 29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 119 号 平成 29年度長浜市病院事業会計決算の認定について 

議案第 120 号 平成 29年度長浜市老人保健施設事業会計決算の認定について 

 

条例関係 

所管課 内 容 

すこやか教

育推進課 

議案第 121 号 長浜市子ども未来教育基金条例の制定について 

次代を担う子どもたちの確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育のより

一層の推進及び充実を図る事業の財源を確保するため、新たに基金を設置するもの

です。 

【基金使途】教育の振興に寄与する事業 

【施行日】公布の日 

開発建築指

導課 

市民課 

議案第 122 号 長浜市手数料条例の一部改正について 

(1)建築基準法の一部改正に伴い新たに認定及び許可手続が追加されること等か

ら、本市条例の一部を改正し、規定を追加するものです。 

 

【主な改正内容】 

次の認定及び許可の申請手数料を追加する。 

手数料の名称 手数料の額 

建築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料（接道規定

の適用除外分） 
27,000 円 

仮設興行場等で１年を超えて使用する場合の建築許可申請

手数料 
160,000 円 

【施行日】公布の日 
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(2)戸籍証明書及び同附票の写しのコンビニ等交付を推進し、市民の利便性の向上

とスムーズでより丁寧な窓口サービスの提供を図るため、多機能端末を利用した証

明書の交付手数料を改正するものです。 

【改正内容】 

交付手数料 現行 改正案 

戸籍証明書 450 円 300 円 

戸籍附票の写し 300 円 150 円 

【施行日】平成 31 年 1 月 15 日 

市民広報課 議案第 123 号 ふるさと長浜寄附条例の一部改正について 

ふるさと寄附金を財源として行う事業について、寄附者の意向をより反映でき

るよう事業区分を明確にし、寄附金の積立先として規定する基金を改めるため、本

市条例の一部を改正するものです。 

【主な改正内容】 

・事業区分及び積立先の基金の見直し 

 現行 改正案 

(1) 事業 

区分 

未来を担う子どもたちの

支援に関する事業 

事業 

区分 

未来を担う子どもたちの教

育の推進に関する事業 

積立先 

基金 
長浜市ふるさと振興基金 

積立先 

基金 
長浜市子ども未来教育基金 

(2) 事業 

区分 

健康づくり、福祉及び医

療に関する事業 

事業 

区分 

子育て支援、福祉、健康づく

り及び医療に関する事業 

積立先 

基金 
長浜市地域福祉基金 

積立先 

基金 
（改正なし） 

【施行日】公布の日 

 

その他の事件関係 

所管課 内 容 

契約検査課 

（市民活躍

課） 

 

 

 

 

 

（スポーツ

振興課） 

議案第 124 号・第 125 号 工事請負契約について 

○議案第 124 号 工事請負契約について 

 契約の目的 ：余呉まちづくりセンター改修工事 

契約の方法 ：一般競争入札 

契約の金額 ：222,231,600円 

契約の相手方：長浜市列見町 217 番地 

大栄テクノ株式会社 代表取締役 松居 宏純 

 

○議案第 125 号 工事請負契約について 

 契約の目的 ：浅井ふれあいグラウンドトラック改修工事 

契約の方法 ：一般競争入札 

契約の金額 ：161,762,400円 
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契約の相手方：長浜市酢 278 番地 1 

株式会社松井組 代表取締役 松井 哲也 

道路河川課 議案第 126 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 2 路線   認定路線 10路線（新規 8路線、再認定 2路線） 

  相撲東西５号線 （廃止後、再認定） 

  下坂中東西３号線（新規認定） 

  下坂中東西４号線（新規認定） 

  下坂中東西５号線（新規認定） 

  下坂中南北１号線（新規認定） 

  相撲南北２０号線（新規認定） 

  落川環状１号線 （新規認定） 

  菅並環状１号線 （新規認定） 

  本谷線     （廃止後、再認定） 

  菅並東西１号線 （新規認定） 

公共施設マ

ネジメント

課 

議案第 127 号～第 133 号 七尾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、次の者を七尾財産区管理会の委

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】 

長浜市佐野町 91 番地        大沢 秀夫   （新任） 

長浜市相撲庭町 1250番地      山田 寛    （新任） 

長浜市野村町 138番地       宮﨑 雅文   （新任） 

長浜市北池町 315番地       中村 良    （新任） 

長浜市南池町 245番地        来本 秀和   （新任） 

長浜市法楽寺町 203 番地      小堀 順    （新任） 

長浜市今荘町 372番地 1       今荘 俊彦   （新任） 

【任期】平成 30 年 9月 22日～平成 34年 9 月 21 日（4年） 

【参考】七尾財産区の保有する土地の面積  学校用地 15,897 ㎡ 

 

諮問関係 

人権施策

推進課 

諮問第 1 号～第 12 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。 

    【住所】          【氏名】 

  長浜市元浜町 13番 39号      藤濵 ゆき子 （新任） 

  長浜市七条町 673番地       樋口 幸永  （再任） 

長浜市加田町 2305 番地      中野 祥子  （新任） 
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  長浜市南高田町 1 番 17号     髙田 秀博  （再任） 

長浜市田川町 60 番地       田中 康之  （新任） 

  長浜市草野町 79番地 1       宮元 義嗣  （新任） 

長浜市北池町 318番地       西川 久代  （再任） 

  長浜市内保町 2808 番地 2      伏木 正和  （再任） 

長浜市中野町 592番地       大村 治   （再任） 

  長浜市木之本町杉野 4025 番地   山﨑 義久  （新任） 

  長浜市余呉町国安 1017番地     東野 忠治  （再任） 

  長浜市西浅井町庄 1085番地    久澤 正   （新任） 

【任期】平成 31 年 1月 1 日～平成 33 年 12月 31 日（3 年） 

 

報告関係 

・指定専決処分した事項について（報告） 

 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 2 件 

内訳：公用車による物損事故（1 件） 

   除雪車による物損事故（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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一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

54,825,460 10,459,582 3,167,200 3,374,001 37,824,677

806,644 26,535 228,500 22,262 529,347

地方特例交付金：△1,168

減債基金繰入金：△331,238

前年度繰越金：941,969

臨時財政対策債：△80,216

55,632,104 10,486,117 3,395,700 3,396,263 38,354,024

１．災害復旧に関するもの 49,100

　　○農業用施設災害復旧事業 幹線排水路の復旧工事、橋梁撤去工事 22,600

　　○林業施設災害復旧事業 林道及び治山施設の復旧工事、路面整正等 26,500 【県：5,400】

35,293

　　○浅井歴史民俗資料館管理運営事業 伝統文化親子教室事業実施 1,286 【国：1,256】

【その他：30】

　　○戸籍住民基本台帳管理事務経費 住民記録システム改修（旧姓併記対応） 7,647 【国：7,647】

　　○曽根通学線整備事業 道路改良、水路整備工事等 26,360 【国：12,232】

722,251

　　○市有地ブロック塀改修 建築基準不適合や不具合のあったブロック 36,900

塀の撤去及び改修

　　　　 改修箇所：地域総合センター、児童遊園、小・中学校、文化施設、スポーツ施設、市有地

　　○市税等還付金 国庫県支出金精算還付金の追加 131,000

　　○市民まちづくりセンター整備事業 余呉まちづくりセンター整備工事 222,232 【市債：200,000】

【基金：22,232】

　　○文化施設管理運営費 菅浦郷土資料館補助金 2,000

　　○介護保険特別会計繰出金 介護保険システム改修（追加） 519

　　○道路維持管理事業 市道舗装修繕工事 28,000

　　○単独道路整備事業 湖北広域行政事務センター施設造成地への 1,300

土砂搬出に伴う自然環境調査業務委託

　　○河川改良事業 豪雨による土砂堆積の浚渫工事 12,000

　　○市営住宅管理事業 改良住宅の外壁塗装・防水工事設計 23,000

改良住宅解体工事

　　○田村駅周辺整備事業 都市計画街路の測量設計、土質調査 10,000

　　○長浜中央公園整備事業 中央公園整備工事（駐車場整備） 30,000 【市債：28,500】

　　○農業集落排水事業特別会計繰出金 中之郷処理場修繕等に伴う繰出金 10,000

　　○林道開設事業費 湖北広域行政事務センター施設造成地への 2,300

土砂搬出工事

　　○小学校校舎等維持管理経費 放送設備機器更新等修繕 8,000

　　○中学校校舎等維持管理経費 放送設備機器更新修繕 5,000

　　○教育指導事務経費 子ども未来教育基金積立金 200,000

３．年度内に新たに予算措置が必要となったもの

第107号　　平成30年度長浜市一般会計補正予算（第7号）の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額

9月補正予算額(第7号)

補正後予算額

２．補助採択等によるもの
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■繰越明許費

　　○市民まちづくりセンター整備事業 余呉まちづくりセンター整備工事 222,232 市民協働部市民活躍課

　　○曽根通学線整備事業 道路改良、水路整備工事等 27,360 都市建設部道路河川課

■債務負担行為

　　○防災情報伝達システム実施設計業務 平成30年度～平成31年度　　　　　　　 19,000

（防災危機管理局）

　　○図書資料等ＩＣタグ貼付・移送業務 平成30年度～平成31年度　　　　　　　 36,400

（市民協働部 生涯学習文化課）

特別会計

　第108号　平成30年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第1号）

介護保険システム改修（追加） 1,037

国庫県支出金精算返還金 247,802

介護保険財政調整基金積立金 83,579

　第109号　平成30年度長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

中之郷処理場　遊休水槽修繕、膜交換委託 10,000

企業会計

　第110号　平成30年度長浜市公共下水道事業会計補正予算（第2号） 赤川排水区雨水渠整備工事 15,500
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