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平成 27 年第 3回野洲市議会定例会提出案件（８月 27 日） 

 

１１１１    専決処分専決処分専決処分専決処分のののの承認承認承認承認    １１１１件件件件    

□議第62号 専決処分につき承認を求めることについて（野洲市税条例等の一部を改正

する条例の一部を改正する条例） 

平成 27年第 2回野洲市議会定例会において報告し、承認を得た野洲市税条例等の一

部を改正する条例に改正漏れがあり、これを是正するための必要な改正をしたことか

ら地方自治法第 179 条第 1 項の規定により専決処分したものを、同条第 3 項の規定に

より報告し、承認を求める。 

 

①概要 

・改正条例 野洲市税条例等の一部を改正する条例（平成26年野洲市条例第16号） 

・税額の引上げを１年間先送りすることとした原動機付自転車、二輪車及び小型特

殊自動車等の内、適用が漏れていた小型特殊自動車を是正する。 

②施行日 公布の日（平成 27 年 4 月 1 日適用） 

    

２２２２    決算認定決算認定決算認定決算認定    １１１１１１１１件件件件    

□議第63号 平成26年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について 

□議第64号 平成26年度野洲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第65号 平成26年度野洲市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第66号 平成26年度野洲市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第67号 平成26年度野洲市地域医療振興資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

□議第68号 平成26年度野洲市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第69号 平成26年度野洲市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第70号 平成26年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

□議第71号 平成26年度野洲市工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

□議第72号 平成26年度野洲市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第73号 平成26年度野洲市水道事業会計決算の認定について 
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平成26年度各会計決算平成26年度各会計決算平成26年度各会計決算平成26年度各会計決算のののの状況状況状況状況
（単位：円）

会計名 歳入決算額 歳出決算額 差　　引
翌年度へ繰り越す

べき財源
実質収支額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）（Ａ-Ｂ） （Ｄ） （Ｃ-Ｄ）

一般会計 19,567,171,383 19,027,718,762 539,452,621 90,991,000 448,461,621

国民健康保険事業特

別会計
5,073,515,516 4,992,165,694 81,349,822 0 81,349,822

後期高齢者医療特別

会計
470,747,958 448,893,718 21,854,240 0 21,854,240

介護保険事業特別会

計
3,482,782,725 3,380,486,987 102,295,738 0 102,295,738

地域医療振興資金貸

付事業特別会計
56,800,000 56,800,000 0 0 0

下水道事業特別会計 1,958,237,900 1,931,141,047 27,096,853 0 27,096,853

墓地公園事業特別会

計
28,536,110 26,763,409 1,772,701 0 1,772,701

基幹水利施設管理事

業特別会計
13,432,098 13,427,000 5,098 0 5,098

工業団地等整備事業

特別会計
1,769,835,287 1,769,770,003 65,284 0 65,284

土地取得特別会計 11,250,000 11,250,000 0 0 0

 

平成26年度水道事業会計決算平成26年度水道事業会計決算平成26年度水道事業会計決算平成26年度水道事業会計決算のののの状況状況状況状況
（単位：円）

区　分 収入決算額 支出決算額 差引額

収益的収支 904,730,795 884,253,273 20,477,522

資本的支出 31,422,403 230,323,659 △ 198,901,256  

    

３３３３    補正予算補正予算補正予算補正予算    ６６６６件件件件    

□議第 74 号 平成 27 年度野洲市一般会計補正予算（第 5 号） 

①予算額 

・補正前予算額  ２３，０１４，０８７千円 

・補正額        ２６７，１５９千円 

・補正後予算額  ２３，２８１，２４６千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・減収補てん特例交付金の確定（3,749 千円）、普通交付税額の確定（217,047 千円）

及び臨時財政対策債発行可能額の確定（25,052 千円） 

・個人番号カード交付事務に必要な経費に対して交付される個人番号カード事務費

補助金の計上（1,585 千円） 

・平成 27 年度の子ども・子育て支援新制度に伴う補助金・交付金の制度整理により、

国庫補助金の子ども・子育て支援交付金の増額計上（50,613 千円） 
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・保育所等整備交付金の対象経費の増額による国庫補助金の増額計上（15,523 千円） 

・循環型社会形成促進交付金の内示による減額（△117,685 千円） 

・平成 27 年度の子ども・子育て支援新制度に伴う補助金・交付金の制度整理により、

県補助金の各補助金の減額（△94,177 千円） 

・平成 27 年度の子ども・子育て支援新制度に伴う補助金・交付金の制度整理により、

県補助金の子ども・子育て支援交付金の増額計上（57,521 千円） 

・介護保険施設に係る地域密着型サービス施設等整備補助金等の計上（27,270 千円） 

・平成 26 年度介護保険事業の決算確定による介護保険事業特別会計からの繰入金を

計上（24,477 千円） 

【歳出】 

・平成 26 年度決算剰余金の 1/2 相当額を財政調整基金へ積立て（225,000 千円） 

・介護保険施設に係る地域密着型サービス施設等整備補助金等の計上（27,270 千円） 

・篠原こども園の保育室改修に係る工事請負費を計上（30,488 千円） 

・民間保育所施設整備に係る対象経費の増額により、保育所等整備補助金の増額

（17,464 千円） 

・中主小学校の次年度児童数増加見込に対応するため、旧館３階教室の改修工事請

負費の計上（14,343 千円） 

 

    □議第 75 号 平成 27 年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

  ①予算額 

・補正前予算額   ５，５５２，９８０千円 

・補正額          ９８，４３４千円 

・補正後予算額    ５，６５１，４１４千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・国保情報データベースシステムの改修費に係る国特別調整交付金の増額（189 千

円） 

・財政調整基金の繰入金の増額（47,199 千円） 

・前年度繰越金（療養給付費等繰越金含む）の計上（51,048 千円） 

【歳出】 

・国保情報データベースシステムのバージョンアップにかかる負担金の計上（189

千円） 

・平成26年度決算剰余金の1/2相当額を国保財政調整基金へ積立て（40,700千円） 

・平成 26 年度療養給付費等負担金の精算に伴う国庫返還金の計上（51,813 千円） 

・平成 26 年度療養給付費等交付金の精算に伴う支払基金返還金の計上（4,388 千円） 

 

 



4 

 

□議第 76 号 平成 27 年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号） 

①予算額 

・補正前予算額    ４６６，５４３千円 

・補正額        ２１，６０２千円  

・補正後予算額    ４８８，１４５千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・決算剰余金の計上により不用となる一般会計繰入金（事務費分）を減額（△152

千円） 

【歳出】 

・平成 26 年度の保険料等収入額相当分に対する広域連合納付金未払い分を追加

（21,602 千円） 

 

□議第 77 号 平成 27 年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

①予算額 

・補正前予算額  ３，６７５，６２４千円 

・補正額        ９９，８１２千円 

・補正後予算額  ３，７７５，４３６千円 

  ②補正の概要 

【歳入】  

・平成 26 年度介護給付費及び地域支援事業交付金の確定に伴う国、県及び社会保険

診療報酬支払基金との法定負担分の不足について精算（2,772 千円） 

・前年度決算剰余金の計上（97,295 千円） 

【歳出】 

・平成 26 年度介護給付費及び地域支援事業等の確定に伴う国、県及び社会保険診療

報酬支払基金との法定負担分の精算に伴う返還（33,352 千円） 

・平成 26 年度精算分に係る一般会計繰出金の計上（24,477 千円） 

 

 

 □議第 78 号 平成 27 年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第 1 号） 

①予算額 

・補正前予算額     １６，１４８千円 

・補正額         １，７７１千円 

・補正後予算額     １７，９１９千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・前年度決算剰余金の計上（1,771 千円） 
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【歳出】 

・決算剰余金の全額を墓地公園整備基金に積立（1,771 千円） 

    

 □議第 79 号 平成 27 年度野洲市土地取得特別会計補正予算（第 1 号） 

①予算額 

・補正前予算額    ６７３，９５８千円 

・補正額          ２，３００千円 

・補正後予算額    ６７６，２５８千円 

②補正の概要 

【歳入】  

・国道用地取得事業に係る公共用地先行取得等事業債の増額計上（2,300 千円） 

【歳出】 

・国道用地取得事業に係る事業経費の内訳変更により、土地購入費の増額（2,950

千円）と事務経費の減額調整（△650 千円） 

 

４４４４    条例改正条例改正条例改正条例改正    ５５５５件件件件    

□議第 80 号 野洲市情報公開条例の一部を改正する条例 

独立行政法人通則法の改正により特定独立行政法人を行政執行法人に名称変更する

ことなど所要の改正を行う。 

施行日 公布の日 

 

□議第 81 号 野洲市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の関

係規定の施行により、所要の改正を行う。 

①概要 

・第 2 条 定義の追加（特定個人情報、情報提供等記録、保有特定個人情報） 

・第 9 条の 2 保有特定個人情報の利用の制限の追加 

・第 24 条 保有特定個人情報に係る訂正等請求権の付与（情報提供等記録を除

く。） 

②施行日 平成 27 年 10 月 5 日、公布の日 

 

□議第 82 号 野洲市手数料条例の一部を改正する条例 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、所要の改正を行う。 

①概要 

(1) 第 1 条関係 



6 

 

・通知カードの再交付（500 円／件）の追加 

(2) 第 2 条関係 

・住民基本台帳カードの交付又は再交付の削除 

・個人番号カードの再交付（800 円／件）の追加 

②施行日 平成 27 年 10 月 5 日（第 1 条）、平成 28 年 1 月 1 日（第 2 条） 

 

□議第 83 号 野洲市立幼稚園条例の一部を改正する条例 

分合筆等に伴い、野洲幼稚園の位置について改正を行う。 

①概要 

 ・野洲市小篠原 2142 番地→野洲市小篠原 2142 番地 25 

②施行日 公布の日 

 

□議第 84 号 野洲市営住宅条例の一部を改正する条例 

井口団地の廃止に伴い、所要の改正を行う。 

施行日 公布の日 

 

５５５５    法定協議会法定協議会法定協議会法定協議会案件案件案件案件    １１１１件件件件    

□議第85号 おうみ自治体クラウド協議会の設置に関する協議につき議会の議決を求め

ることについて 

地方自治法第 252 条の 2 の 2 第 1 項の規定により、規約を定め、おうみ自治体クラ

ウド協議会を設けることについて、草津市、守山市、栗東市及び湖南市と協議するこ

とにつき、同条第 3 項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

６６６６    人事案件人事案件人事案件人事案件    ２２２２件件件件    

□議第 86 号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

下記の者を人権擁護委員に推薦したいから、人権擁護委員法第 6 条第 3 項の規定に

より議会の意見を求める。 

記 

氏  名 

川端 初美（再） 

     ※任期   平成 28 年 1 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日（3 年間） 

 

□議第 87 号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

下記の者を人権擁護委員に推薦したいから、人権擁護委員法第 6 条第 3 項の規定に

より議会の意見を求める。 
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記 

氏  名 

上船 須磨子（新） 

     ※任期   平成 28 年 1 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日（3 年間） 


