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２５議案 

・補正予算   ３議案 

・決算認定  １０議案 

    ・条例     ３議案 

    ・その他議案  ２議案 

    ・人事議案   ７議案 
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補正予算関係 

  議案第 96 号 令和 3 年度長浜市一般会計補正予算（第 6 号） 

議案第 97 号 令和 3 年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 98 号 令和 3 年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第 1 号） 

 

 

決算関係 

議案第 99 号 令和 2 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 100 号 令和 2 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 101 号 令和 2 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 102 号 令和 2 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 103 号 令和 2 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 104 号 令和 2 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 105 号 令和 2 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 106 号 令和 2 年度長浜市病院事業会計決算の認定について 

議案第 107 号 令和 2 年度長浜市老人保健施設事業会計決算の認定について 

議案第 108 号 令和 2 年度長浜市公共下水道事業会計決算の認定について 

 

-2-



条例関係 

所管課 内 容 

住宅課 議案第 109 号 長浜市市営住宅条例の一部改正について 

長浜市営住宅北新団地建替整備事業により整備する市営住宅及び共同施設の

名称・位置を定めるとともに、神照団地及び北新集会所を廃止するため、また北

新団地に整備する駐車場の使用料を設定するため、本市条例の一部を改正するも

のです。 

 

【主な改正内容】 

（1）北新団地の建替整備 

  建替整備を行う市営住宅の名称を「北新団地」とし、共同施設の名称を「北

新団地駐車場」とする。 

（2）神照団地及び北新集会所の廃止 

（3）北新団地駐車場の料金設定 

  北新団地駐車場として 40 区画を整備し、月額使用料を 2,000 円とする。 

団地名 所在地 建設年度 備考 

北新団地 神照町 令和 3年度 中層耐火構造 4 階建 

【施行日】令和 4年 3 月 1日 

名称 位置 区画数 使用料（月額） 

北新団地駐車場 長浜市神照町 860番地 40区画 2,000円 

長浜病院総

務課 

議案第 110 号 長浜市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 市立長浜病院の一般病棟大規模改修事業が令和 3 年 7 月に完了したことに伴

い、一般病床が１床削減されることから、本市条例の一部を改正するものです。 

 

【改正内容】 

 市立長浜病院の一般病床の数 

 （改正前）462床 （改正後）461 床 

【施行日】令和 3年 10 月 1 日 

下水道総務

課 

議案第 111 号 長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正につい

て 

 長浜市公共下水道事業計画の変更に伴い、同計画に定める項目を引用するた

め、本市条例の一部を改正するものです。 

 

【改正内容】 

 改正前 改正後 

排水区域面積 4,508.2 ヘクタール 4,753.9 ヘクタール 

排水人口 11 万 1,470 人 10 万 6,830 人 

１日最大処理能力 6 万 9,264 立方メートル 6 万 4,087 立方メートル 

【施行日】公布の日 
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その他の事件関係 

所管課 内 容 

建設監理課 議案第 112 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 11路線   認定路線 10路線（新規 8路線、再認定 2路線） 

  東上坂千草２号線（廃止後、再認定） 

一の宮東西２号線（廃止後、再認定） 

新庄寺南北７号線（廃止） 

新庄寺南北８号線（廃止） 

新庄寺東西５号線（廃止） 

新庄寺東西６号線（廃止） 

新庄寺東西８号線（廃止） 

新庄寺東西９号線（廃止） 

新庄寺東西１２号線（廃止） 

新庄寺東西１３号線（廃止） 

新庄寺東西１７号線（廃止） 

下坂中南北２号線（新規認定） 

室南北３号線（新規認定） 

室南北４号線（新規認定） 

室環状２号線（新規認定） 

祗園東西１３号線（新規認定） 

祗園環状９号線（新規認定） 

石道古橋線（新規認定） 

黒田東西３号線（新規認定） 

北部振興局

建設課 

議案第 113 号 損害賠償の額を定めることについて 

内容：令和 2 年 7 月 8 日未明から降り続いた大雨の影響で、市が管理する水路か

ら雨水が越水し、長浜市木之本町木之本 1531 番 1 及び 1532 番 1 の倉庫が浸

水し倉庫内の商品等が汚損したことに係る損害賠償の額を定めるものです。 

損害賠償の額：1,549,971円 

財政課 議案第 114 号～第 120 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。 

【氏名】 

中島 勘一  （再任） 

小畑 清   （再任） 

脇坂 博   （再任） 

 中川 敏和  （新任） 

山口 剛   （再任） 
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上野 哲英  （再任） 

清水 義嗣  （再任） 

【任期】令和 3 年 10月 4 日～令和 7 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 117,663㎡ 

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。 

     【氏名】 

  中野 祥子  （再任） 

髙田 秀博  （再任） 

  田中 康之  （再任） 

宮元 義嗣  （再任） 

伏木 正和  （再任） 

  山﨑 義久  （再任） 

伏木 怜子  （新任） 

  横田 圭司  （新任） 

  芳井 悦雄  （新任） 

  磯井 義人  （新任） 

  福永 礎   （新任） 

  長谷川 則子 （新任） 

【任期】令和 4 年 1 月 1 日～令和 6 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 

訴えの提起について 1 件 

   損害賠償の額を定めることについて 9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 

・令和 2 年度債権管理条例の運用実績と評価 

・令和 2 年度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

53,674,677 11,979,090 1,467,900 2,944,010 37,283,677

830,051 190,162 156,300 107,084 376,505

財政調整基金：71,658

前年度繰越金：304,847

54,504,728 12,169,252 1,624,200 3,051,094 37,660,182

１．新型コロナウイルス感染症緊急くらし・経済対策に関するもの 197,322

　うち、市が独自で実施するもの

　○デジタル化推進事業 13,182 【基金：584】

手続ガイドシステム利用料

　○市民まちづくりセンター整備事業 17,000 【市債：9,400】

　○虎姫コミュニティセンター管理運営事業 8,900

　○高月支所等管理経費 4,800 【基金：4,800】

　○保健センター管理経費 6,200 【基金：6,200】

　○道路維持管理事業 100,000 【市債：4,500】

【基金：95,500】

　うち、国又は県の補助を受けて実施するもの

　○生涯学習施設整備事業 9,600 【国：4,680】

　うち、指定管理料の追加支援を行うもの

　○駅関連施設維持管理運営事業 2,798

　○地域活性化施設管理運営事業 4,553

　○高齢者福祉施設管理運営事業 9,572

　○勤労者施設管理運営事業 366

　○長浜鉄道スクエア管理運営事業 1,494

　○慶雲館管理運営事業 4,856

　○市民文化ホール管理運営事業 1,900

　○長浜市民交流センター管理運営事業 693

　○文化施設管理運営費 2,909

　○スポーツ施設管理運営事業 8,499

２．その他の予算措置 632,729

　○指定統計調査費 458 【県：458】

　○市税等還付金 130,000

　○しょうがい福祉事務経費 8,870

　○介護保険特別会計繰出金 2,209 【国：1,104】

【県：552】

　○放課後児童クラブ運営事業 23,267 【国：7,755】

【県：7,755】

高月支所照明器具修繕工事

介護保険特別会計への繰出金

放課後児童クラブ事業委託の追加(支援体制強化事業等)

長浜市民交流センター指定管理料の追加支援

長浜市曳山博物館指定管理料の追加支援

市内スポーツ施設指定管理料の追加支援

経済センサス活動調査費の追加

国庫県支出金精算還付金の追加

しょうがい福祉窓口業務委託

市内地域活性化施設指定管理料の追加支援

市内高齢者福祉施設指定管理料の追加支援

高月共同福祉施設指定管理料の追加支援

長浜鉄道スクエア指定管理料の追加支援

慶雲館本館等指定管理料の追加支援

浅井文化ホール指定管理料の追加支援

北部健康推進センター照明器具修繕工事

市道舗装修繕工事(11路線)

長浜文化芸術会館及び浅井文化ホール映像配信

ネットワーク環境機器等整備工事

市内駅関連施設指定管理料の追加支援

補正後予算額

テレワーク環境を整備するための備品購入費及び

市内まちづくりセンター改修工事

(上草野、七尾及び田根まちづくりセンター)

耐震診断及び耐震補強案作成業務委託

9月補正予算額(第6号)

第96号　　令和3年度長浜市一般会計補正予算（第6号）の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額
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　○健康増進生活習慣病健診事業 6,248 【国：4,077】

　○商工振興事務経費 127,807

　○宿泊・滞在型観光推進事業 3,959

　○南田附神前線整備事業 155,091 【国：82,552】

【市債：68,900】

　○交通安全施設整備事業 10,000

　○豊公園再整備事業 16,000 【国：8,000】

【市債：7,600】

　○大戌亥山階線整備事業 148,820 【国：73,229】

【市債：65,900】

■繰越明許費

　○道路維持管理事業 100,000 都市建設部道路河川課

　○地福寺神照線整備事業 180,135 都市建設部道路河川課

　○大戌亥山階線整備事業 90,486 都市建設部道路河川課

■債務負担行為

　○デジタル化推進事業 7,854 デジタル行政推進局

　○デジタル化推進事業 4,088 デジタル行政推進局

　○道路維持管理事業 70,000 都市建設部道路河川課

　○単独道路整備事業 35,000 都市建設部道路河川課

　○河川改良事業 10,000 都市建設部道路河川課

特別会計

第97号　長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第1号） 国庫県支出金精算還付金 61,865

第98号　長浜市介護保険特別会計補正予算（第1号） 国庫県支出金精算還付金 109,378

介護保険財政調整基金積立金 156,800

通学路の安全対策工事

街路用地購入及び物件移転補償

汎用電子申請システム利用料(R3-R7)

手続ガイドシステム利用料(R4-R7)

道路維持補修等工事(R4)

(仮称)神田スマートIC実施計画作成等業務(R3-R4)

河川維持補修等工事(R4)

道路改良工事及び用地購入費

園路広場整備工事

街路用地購入及び物件移転補償等

市道舗装修繕工事

道路整備工事、街路用地購入及び物件移転補償

健(検)診結果の利活用に向けた情報標準様式の整備

ふるさと寄附事務業務委託の追加

日本遺産関連事業負担金

(長浜鉄道スクエア展示リニューアル事業)
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