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野洲市資料提供 

提 供 年 月 日 平成 29年 8月 24日 

担 当 部 課 政策調整部 広報秘書課 

 

平成２９年第４回野洲市議会定例会提出案件について 

 

  ■日程   会期日程のとおり（２４日間） 

  ■案件   議案３０件 

         内訳：決算認定 １１件 

            予算    ８件 

            条例    ４件 

            その他   ４件 

            人事    ３件 

 
１ 決算認定 １１件 

□議第83号 平成28年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について 

□議第84号 平成28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85号 平成28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86号 平成28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87号 平成28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88号 平成28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89号 平成28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90号 平成28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91号 平成28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92号 平成28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93号 平成28年度野洲市水道事業会計決算の認定について 

 

２ 予算 ８件 

□議第 94号 平成 29年度野洲市病院事業会計予算 

①予算の概要 

【収益的収入及び支出】 

 〔収入〕        ５０千円 
  ・一般会計補助金（49千円） 

  ・預金利息（1千円） 
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 〔支出〕        ５０千円 
  ・一時借入金利息（50千円） 

【資本的収入及び支出】 

 〔収入〕 １，２３９，７４７千円 
  ・病院事業債（1,187,600千円） 

  ・社会資本整備総合交付金（52,000千円） 

  ・一般会計出資金（147千円） 

 〔支出〕 １，２３９，７４７千円 
・野洲市民病院整備実施設計業務委託（82,269千円） 

・野洲市民病院開設支援業務委託（17,129千円） 

・土地購入費（1,125,050千円） 

 

□議第 95号 平成 29年度野洲市一般会計補正予算（第 4号） 

①予算額 

・補正前予算額  １９，９０８，６４２千円 

・補正額        ４４５，８８７千円 

・補正後予算額  ２０，３５４，５２９千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・減収補てん特例交付金の確定（△596 千円）、普通交付税額（185,974 千円）及び

臨時財政対策債発行可能額（△115,489千円）の決定 

・社会保障・税番号制度システム整備に係る国庫補助金の計上（18,992千円） 

・土地取得特別会計から病院事業会計への土地売払いにより繰上償還を行った残余

分について繰入金として計上（312,486千円） 

・財政調整基金繰入金の取り崩しを減額（△261,750千円） 

・平成 28 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（24,697千円） 

【歳出】 

・平成 28年度決算剰余金の 1/2相当額を財政調整基金へ積立て（265,000千円） 

・鉄道事業者が JR 野洲駅ホームの転落防止のために内方線付き点状ブロックを整備

することに対し、補助要綱に基づき補助金を計上（9,386千円） 

・住民投票の未実施による対象経費の減額（△16,676千円） 

・民間保育所運営において新たに補助対象となった処遇改善対象加算Ⅱについて、

国庫負担金と県負担金を充当し保育園委託料を増額（18,830千円） 

・市民病院整備に向けた事業委託料（540 千円）の計上と、病院事業会計への補助

金（49千円）、貸付金（50,000千円）、出資金（147千円）の計上 

・中主小学校の旧館の耐力度調査及び校舎基本計画業務委託料を計上（8,271 千円） 

・中主小学校、篠原小学校について、平成 30 年度に不足する特別支援学級の教室改
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修の実施設計業務委託料を計上（2,806千円） 

・野洲北中学校の大規模改修及び増築等基本設計業務委託料を計上（4,139千円） 

・野洲北中学校について、平成 30 年度に不足する特別支援教室のための教室改修実

施設計業務委託料を計上（1,570千円） 

【債務負担行為】 

・例規システム維持管理事業 期間：平成 29 年度から平成 34 年度まで 限度額：

22,000千円 

・野洲市余熱利用施設整備運営事業 期間：平成 29 年度から平成 53 年度まで 限

度額：2,530,000千円 

・野洲市都市計画区域変更に係る解析、素案作成業務 期間：平成 29 年度から平成

30年度まで 限度額：5,465千円 

 □議第 96号 平成 29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   ５，７１２，１３３千円 

・補正額          ８７，５９４千円 

・補正後予算額    ５，７９９，７２７千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・退職者医療療養給付費等交付金の実績額が確定し追加交付となったため、療養給

付費交付金の増額（29,107千円） 

・収支の調整財源として、前年度繰越金（療養給付費等繰越金含む）の計上

（57,339千円） 

【歳出】 

・後期高齢者支援金の平成 29 年度支援金額の決定により不用額を減額計上（△

1,657千円） 

・平成 28 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（64,100 千円） 

・平成 28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（23,594千円） 

 

□議第 97号 平成 29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    ５１７，９７０千円 

・補正額        １２，１６４千円  

・補正後予算額    ５３０，１３４千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・前年度決算の精算により必要となる一般会計繰入金（事務費分）を増額（50 千円） 

・前年度決算の剰余金を計上（12,114千円） 

【歳出】 
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・平成 28 年度の保険料等収入額相当分に対する広域連合納付金翌年度払扱い分を追

加（12,164千円） 

 

□議第 98号 平成 29年度野洲市介護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  ３，９７９，５５７千円 

・補正額        ４０，４７７千円 

・補正後予算額  ４，０２０，０３４千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・平成 28 年度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追加交付分について計上（3,115千円） 

・前年度の国庫支出金等返還金、一般会計繰入金精算等による調整として基金繰入

金の計上（19,048千円） 

・前年度決算剰余金の計上（17,864千円） 

・滋賀県後期高齢者医療広域連合が実施する「高齢者健康づくり基盤整備推進事業」

の補助金を計上（2,000千円） 

【歳出】 

・平成 28 年度保険給付費の確定に伴う国、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（15,768千円） 

・平成 28年度精算分に係る一般会計繰出金の計上（24,697千円） 

 

 □議第 99号 平成 29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     ２７，３１６千円 

・補正額           ９９４千円 

・補正後予算額     ２８，３１０千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・前年度決算剰余金の確定による繰越金の計上（994千円） 

【歳出】 

・前年度決算剰余金を墓地公園整備基金に積立（994千円） 

 

  □議第 100号 平成 29年度野洲市土地取得特別会計補正予算（第 3号） 

①予算額 

・補正前予算額    ２１９，９２２千円 

・補正額     １，１２５，０５０千円 

・補正後予算額  １，３４４，９７２千円 
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②補正の概要 

【歳入】 

・駅前公共用地について、病院事業会計へ売払いする土地売払収入を増額

（1,125,050千円） 

【歳出】 

・駅前公共用地を病院事業会計へ売払い、借入れしていた公共用地先行取得等事業

債の残債分を全額繰上償還する（812,564千円） 

・上記により繰上償還を行った残余分について、一般会計への繰出金として計上

（312,486千円） 

□議第 101号 平成 29年度野洲市下水道事業会計補正予算（第 1号） 

①予算額 

【収益的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・補正前予算額  ２，２３０，０３８千円 
・補正額             ０千円 

・補正後予算額  ２，２３０，０３８千円 

 〔支出〕 

・補正前予算額  １，７８６，７０４千円 
・補正額         ４，９１７千円 

・補正後予算額  １，７９１，６２１千円 

【資本的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・補正前予算額    ４２７，６７６千円 
・補正額        １４，５１４千円 

・補正後予算額    ４４２，１９０千円 

 〔支出〕 

・補正前予算額  １，１８１，６５６千円 
・補正額        １４，２１４千円 

・補正後予算額  １，１９５，８７０千円 

②補正の概要 

【収益的支出】 

・過年度損益修正損（4,917千円） 

【資本的収入及び支出】 

・下水道事業建設改良債（13,400千円）及び一般会計出資金（1,114千円） 

・童子川４－１号雨水幹線整備工事（14,214千円） 

 

３ 条例改正 ４件 

□議第 102号 野洲市こどもの家条例の一部を改正する条例 
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野洲市こどもの家持続ある運営を考える委員会（第２期）からの提言に基づき、土

曜保育を実施するにあたり、「土曜保育」「土曜延長保育」の定義及び保育料の設定な

ど、所要の改正を行う。 

施行日 平成 30年 4月 1日 

 

□議第 103 号 野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

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（内閣府令）及び

子ども・子育て支援法施行規則において、支給認定証の任意交付化に係る改正がされ

たことにより、所要の改正を行う。 

施行日 公布の日 

 

□議第 104 号 野洲市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

介護保険法施行規則の改正により、主任介護支援専門員の資格に 5 年ごとの更新制

が導入されたことに伴い、所要の改正を行う。 

施行日 公布の日 

 

□議第 105号 野洲市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

別途提案の病院事業整備に係る実施設計予算が、今定例会において可決されること

を前提に今後の工期等を検討したところ、当初見込んでいた開院時期が平成 32 年 10

月から平成 33 年１月にずれ込むことが明らかとなったことから、所要の改正を行う。 

施行日 公布の日 

 

４ その他 ４件 

□議第 106号 財産の譲与について 

次の財産を譲与することにつき、地方自治法第 96 条第 1 項第 6 号の規定に基づき、

議会の議決を求める。 

(1) 譲与する財産 

  建物／野洲市消防団旧篠原分団詰所車庫 

所在地 建築年 構造 建築面積 

野洲市大篠原 1916番 1 平成元年 12月 鉄骨造 平屋 89.7㎡ 

(2) 譲与する相手方 

滋賀県野洲市大篠原 1906番地 

大篠原自治会 

 

□議第 107号 財産の取得について（消防ポンプ自動車） 

次の財産を取得することにつき、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及び野洲市議会
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の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定に基づき、

議会の議決を求める。 

(1) 財産の種類  消防ポンプ自動車 
(2) 取得数量   消防ポンプ自動車（付属品を含む） １台 
(3) 取得金額   ２４，３００，０００円 
(4) 契約の相手方 兵庫県三田市テクノパーク 2番地の 3 

株式会社 モリタ 関西支店 
支店長 合田努 

  ○市消防団野洲分団で使用の消防ポンプ自動車が、購入後 21 年を経過し老朽化して

いるため更新 
 
□議第 108号 湖南広域行政組合規約の変更について 

地方自治法第 286 条第 1 項の規定により、湖南広域行政組合規約を変更することに

ついて、関係地方公共団体が協議することにつき、同法第 290 条の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

○概要 

 同組合で共同処理する「し尿及び浄化槽汚泥の収集事務」について、域内の公共

下水道の普及に伴い共同化の維持が難しくなっていることから、当該業務の共同化

を廃止する。 

 

□議第 109号 平成 28年度野洲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

平成 28 年度末野洲市水道事業会計未処分利益剰余金 1,325,349,128 円のうち、更

新事業の財源に充てるため 152,729,195 円を建設改良積立金に積み立て、また、制度

改正により生じた 1,172,619,933 円を資本金に組み入れるため、地方公営企業法第 32

条第 2項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

５ 人事案件 ３件 

□議第 110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 住     所 生 年 月 日 

阪口
さかぐち

 啓子
け い こ

（新）   

     ※任期   平成 30年 1月 1日から平成 32年 12月 31日（3年間） 

 

□議第 111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
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より議会の意見を求める。 

記 

氏  名 住     所 生 年 月 日 

林
はやし

 かずみ（新）   

     ※任期   平成 30年 1月 1日から平成 32年 12月 31日（3年間） 

 

□議第 112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 住     所 生 年 月 日 

橘
たちばな

 円
まどか

（新）   

     ※任期   平成 30年 1月 1日から平成 32年 12月 31日（3年間） 

 

 



曜日 開議時刻 種　別 摘　　　　　　要

８月 午前９時 本会議 上程議案の提案説明、決算特別委員会の設置

本会議休憩中 委員会 決算特別委員会

 （一般質問通告書提出期限（午前８時４５分まで））

３１日 木 休　会

９月 １日 金 休　会

２日 土 休　会

３日 日 休　会

４日 月 休　会  （議案質疑通告書提出期限（正午まで））

５日 火 休　会 （討論通告書提出期限（再開日採決議案分）正午まで）

午前９時 本会議 上程議案に対する質疑、委員会付託、討論･一部採決、一般質問

本会議終了後 委員会 決算特別委員会

委員会終了後 委員会 予算常任委員会

 （意見書（案）提出期限）

７日 木 午前９時 本会議 一般質問

一般質問（予備）

※一般質問が２日で終了した場合は、開催しません。

午後１時（予定） 会派代表者会議

(※一般質問が７日で終了した場合は、午前９時開の予定）

９日 土 休　会

１０日 日 休　会

決算特別委員会分科会（総務分科会）

予算常任委員会分科会（総務分科会）

決算特別委員会分科会（文教福祉分科会）

予算常任委員会分科会（文教福祉分科会）

決算特別委員会分科会（環境経済建設分科会）

予算常任委員会分科会（環境経済建設分科会）

午前９時 委員会 総務常任委員会

午後１時 委員会 文教福祉常任委員会

午前９時 委員会 環境経済建設常任委員会

午後１時（予定） 会派代表者会議

１６日 土 休　会

１７日 日 休　会

１８日 月 休　会

１９日 火 休　会

午前９時 委員会 決算特別委員会

委員会終了後 委員会 予算常任委員会

２１日 木 休　会  （討論通告書提出期限（正午まで）

午前９時 委員会 議会運営委員会

午前10時 協議会 全員協議会

午後１時 本会議 委員会審査結果報告、同報告に対する質疑、討論、採決

本会議終了後 議会だより編集委員会

平成２９年第４回野洲市議会定例会会期日程
（会期２４日間）

月　日

３０日 水

６日 水

８日 金

午前９時 本会議

１１日 月 午前９時 委員会

１２日 火 午前９時 委員会

１３日 水 午前９時 委員会

２２日 金

１４日 木

１５日 金

２０日 水
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