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野洲市資料提供 

提 供 年 月 日 平成 30年 2月 20日 

担 当 部 課 政策調整部 広報秘書課 

 

平成３０年第１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（２５日間） 

  ■案件   議案４６件 

         内訳：専決処分    １件 

            新年度予算  １２件 

            補正予算    ８件 

            条例     ２２件 

            その他     ２件 

            人事      １件 

 
１ 専決処分の承認 １件 

□議第 1 号 専決処分につき承認を求めることについて(平成 29 年度野洲市一般会計

補正予算(第 10号) ) 

①予算額 

・補正前予算額  ２０，５７４，８９９千円 

・補正額         １１，０００千円 

・補正後予算額  ２０，５８５，８９９千円 

②補正の概要 

【歳出】 

・平成 29 年台風 21 号被害に伴う農業用ハウス等の再建支援として補助金を計上

（11,000千円） 

 

２ 新年度予算 １２件 
□議第 2号 平成 30年度野洲市一般会計予算 

□議第 3号 平成 30年度野洲市国民健康保険事業特別会計予算 

□議第 4号 平成 30年度野洲市後期高齢者医療特別会計予算 

□議第 5号 平成 30年度野洲市介護保険事業特別会計予算 

□議第 6号 平成 30年度野洲市地域医療振興資金貸付事業特別会計予算 

□議第 7号 平成 30年度野洲市墓地公園事業特別会計予算 

□議第 8号 平成 30年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計予算 

□議第 9号 平成 30年度野洲市工業団地等整備事業特別会計予算 

□議第 10号 平成 30年度野洲市土地取得特別会計予算 
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□議第 11号 平成 30年度野洲市水道事業会計予算 

□議第 12号 平成 30年度野洲市下水道事業会計予算 

□議第 13号 平成 30年度野洲市病院事業会計予算 

 
３ 補正予算 ８件 
□議第 14号 平成 29年度野洲市一般会計補正予算(第 11号) 

①予算額 

・補正前予算額  ２０，５８５，８９９千円 

・補正額       △４０５，９０３千円 

・補正後予算額  ２０，１７９，９９６千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・個人市民税の増額（57,772千円）及び法人市民税の増額（54,176千円） 

・障害者地域生活支援事業費の交付決定により国庫補助金（△21,883 千円）、県

補助金（△10,941千円）の減額 

・生活保護費返還金の増（18,000 千円）などにより、生活保護費国庫負担金を減

額（△11,646千円） 

・国の補正予算に伴う担い手確保・経営強化支援事業補助金（39,290 千円）の計

上 

・市有地の財産処分に伴う不動産売払収入の増額（3,734千円） 

・財政調整基金繰入金の取り崩し減額（△300,000千円） 

【歳出】 

・北部合同庁舎外壁改修設計業務（△3,321 千円）及び市役所裏駐車場拡張工事

（△40,000千円）の入札残額を減額 

・（仮称）三上こども園施設整備に係る実施設計及び準備工事等の入札残額を減

額（△22,604千円） 

・民間保育所に対する保育所運営委託料の決算見込による減額（△78,006千円） 

・学童保育所運営に係る指定管理料の決算見込みによる減額（△26,660千円） 

・前年度生活扶助費等国庫負担金精算による返還金の計上（11,609千円） 

・担い手農業者に対して経営規模の拡大を支援する担い手確保・経営強化支援事

業補助金を計上（39,290千円） 

・野洲駅北口広場整備に係る社会資本整備総合交付金の交付決定の減額により対

象事業費を精査し工事請負費等を減額（△158,648千円） 

・土地開発基金で長期間保有している土地について、取得経緯等を整理したもの

について買戻しに係る経費を計上（118,716千円） 

 

□議第 15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 4号) 

①予算額 

・補正前予算額   ５，８１８，７８７千円 

・補正額       △１２４，４４３千円 
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・補正後予算額   ５，６９４，３４４千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・国民健康保険税の決算見込みによる一般被保険者と退職被保険者ともに保険税

を減額（△58,000千円） 

・療養給付費等負担金の決定見込みによる減額（△87,621千円） 

・療養給付費交付金の額の確定による減額（△82,024千円） 

・高額医療費等の共同事業に係る交付金の確定に伴う減額（△72,208千円） 

・保険税の減収分及び共同事業に係る交付金の減額分について、財政調整基金の

取崩しによる対応（137,621千円） 

【歳出】 

・一般被保険者療養給付費の見込みによる減額（△50,226千円） 

・退職被保険者高額療養給付費の見込みによる増額（10,000千円） 

・高額医療費共同事業拠出金の確定に伴う減額（△26,709千円） 

・保険財政共同安定化事業拠出金の確定に伴う減額（△60,199千円） 

 

□議第 16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 4号) 

①予算額 

・補正前予算額     ５３３，０２１千円 

・補正額         ２９，３７８千円 

・補正後予算額     ５６２，３９９千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・後期高齢者医療保険料の決算見込みによる増額（29,120千円） 

・保険基盤安定繰入金の確定に伴う減額（△720千円） 

【歳出】 

・保険料の増額及び保険基盤安定繰入金の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合

納付金の増額（28,400千円） 

 

□議第 17号 平成 29年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算(第 4号) 

①予算額 

・補正前予算額   ４，０３６，６１２千円 

・補正額        △５７，９９１千円 

・補正後予算額   ３，９７８，６２１千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・給付費見込額の変更による国・県交付金等の変更交付決定に伴う増減 

【歳出】 

・居宅介護サービス給付費について、サービス給付見込量の増加に伴う増額

（73,429千円） 
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・地域密着型サービス給付費について、サービス給付見込量の減少に伴う減額

（△78,731千円） 

・施設介護サービス給付費について、サービス給付見込量の減少に伴う減額（△

70,134千円） 

・介護給付費準備基金積立金の増額（40,882千円） 

 

□議第 18号 平成 29年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算(第 3号) 

①予算額 

・補正前予算額      ３２，６７９千円 

・補正額         △１，０００千円 

・補正後予算額      ３１，６７９千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・公用車事故による損害賠償保険金の増額（148千円） 

・墓地公園整備基金繰入金の減額（△1,148千円） 

【歳出】 

・納骨堂整備基本調査委託料について、整備決定に伴う精査により減額（△

1,000千円） 

 

□議第 19号 平成 29年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第 1号) 

①予算額 

・補正前予算額      １３，８７８千円 

・補正額              ０千円 

・補正後予算額      １３，８７８千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・石部頭首工管理負担金の事業費変更に伴う負担金の減額（△331千円） 

・事業費及び補助金額の変更に伴う県補助金の増額（331千円） 

 

□議第 20号 平成 29年度野洲市水道事業会計補正予算（第 3号） 

①予算額 

【収益的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額   １，０１２，３５１千円 
 〔支出〕 

・補正前予算額    ９５５，９２７千円 
・補正額        １０，２１８千円 

・補正後予算額    ９６６，１４５千円 

【資本的収入及び支出】 

 〔収入〕 
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・現計予算額     １６０，８８１千円 

 〔支出〕 

・現計予算額     ３６８，０１４千円 

②補正の概要 

【収益的支出】 

・南部用水使用料の増額（10,000千円） 

 

□議第 21号 平成 29年度野洲市下水道事業会計補正予算(第 4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         １，５４９千円 

・補正後予算額  ２，２３１，５８７千円 

〔支出〕 

・補正前予算額  １，７９１，２６５千円 
・補正額        ２３，１７５千円 

・補正後予算額  １，８１４，４４０千円 

【資本的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額     ４４２，１９０千円 
 〔支出〕 

・現計予算額   １，１９７，３９３千円 

②補正の概要 

【収益的収入】 

・雨水処理負担金の増額（1,483千円） 

【収益的支出】 

・特定収入に係る消費税を計上（21,372千円） 

 

４ 条例の制定・改廃 ２２件 
□議第 22号 野洲市附属機関設置条例 

地方自治法第 138 条の 4 第 3 項の規定により審議会、審査会等の附属機関は法律

又は条例により設置しなければならないことから、既存の要綱等で設置している審

議会、審査会等の附属機関について設置根拠の適正化を図るため、必要な事項を定

める。 

施行日 平成 30年 4月 1日 

 

□議第 23 号 野洲市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
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関する法律の施行に伴う介護保険法の改正により、平成 30 年 4 月 1 日以降、指定

居宅介護支援事業者の指定等の事務は市が行うこととなるため、基本方針、人員に

関する基準、運営に関する基準等について定める。 

施行日 平成 30年 4月 1日 

 

□議第 24号 野洲市看護学生修学資金貸付条例 

野洲市民病院における円滑な事業の実施のため、看護学生への修学資金の貸付け

を行い、本院で勤務する看護師の確保を図ることを目的に、必要な事項を定める。 

施行日 平成 30年 4月 1日 

 
□議第 25 号 野洲市情報公開条例及び野洲市個人情報保護条例の一部を改正する条

例 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正を踏まえ、当該条例にお

ける個人情報の定義の明確化、並びに個人識別符号及び要配慮個人情報の定義の追

加等を行うなど、所要の改正を行う。 

施行日 公布の日 

 

□議第 26号 野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

管理職の職員に対して支給している管理職手当の支給上限率について、所要の改

正を行う。 

①概要  

・職務の級における最高の号給の給料月額の 100分の 17を超えない範囲 

  ⇒100分の 20を超えない範囲（第 11条） 

②施行日 平成 30年 4月 1日 

 

 □議第 27号 野洲市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

平成 30 年 4 月 1 日からの国民健康保険の広域化に伴い、国民健康保険税の税率

の算定の基礎となる費用が変更されること等により、所要の改正を行う。 

①概要 

 （1）基礎課税額分（医療費負担相当分）（第 3条～第 5条） 

・所得割額 基準所得金額×7.35％⇒基準所得金額×6.93％ 

・均等割額 29,500円／人⇒28,129円／人 

・平等割額 26,500円／世帯⇒21,650円／世帯 

 （2）後期高齢者支援金分（第 6条～第 8条） 

・所得割額 基準所得金額×1.9％⇒基準所得金額×2.32％ 

・均等割額 7,400円／人⇒9,768円／人 

・平等割額 6,100円／世帯⇒7,518円／世帯 

 （2）介護納付金分（第 9条～第 11条） 

・所得割額 基準所得金額×2.21％⇒基準所得金額×1.99％ 

・均等割額 9,900円／人⇒10,563円／人 
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・平等割額 5,500円／世帯⇒4,972円／世帯 

②施行日 平成 30年 4月 1日 

 

 □議第 28号 野洲市手数料条例の一部を改正する条例 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

①概要 砂利採取法の規定に基づく審査手数料（別表第 9） 

 ・砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 37,700円⇒33,900円 

 ・砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 17,000円⇒15,000円 

②施行日 平成 30年 4月 1日 

 

□議第 29号 野洲市国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正する条例 

基金の処分について、国保事業の財源不足又は事業の持続可能な運営に資する場

合とするために、所要の改正を行う。 

施行日 平成 30年 4月 1日 

 

 □議第 30号 野洲市総合体育館条例の一部を改正する条例 

温水プールを廃止するため、所要の改正を行う。 

施行日 平成 30年 4月 1日 

 

□議第 31 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 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定

こども園法）の一部改正に伴い、当該条例中の引用条項のずれが生じたため、所要

の改正を行う。 

施行日 平成 30年 4月 1日 

 

□議第 32号 野洲市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法

律の施行に伴い、所要の改正を行う。 

①概要 

 （1）入院先の病院等に住所を変更した国保の被保険者で、従前の住所地の国

保被保険者となる特例の適用を受ける者は、後期高齢者医療の被保険者

となる際にもその特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医

療の被保険者となる。（第 3条） 

 （2）既に不要となっている平成 20 年度の保険料の徴収の特例規定の削除（付

則第 2条、付則第 3条） 

②施行日 （1）平成 30年 4月 1日、（2）公布の日 

 

□議第 33号 野洲市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

平成 30年 4月 1日からの国民健康保険の広域化に伴い、所要の改正を行う。 
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①概要 

 （1）改正国民健康保険法に基づく都道府県と市町村の役割の整理（章名、第 2

条） 

 （2）一部負担金の割合は法の規定を適用しているため、条例の規定は不要で

あることによる削除（第 5条） 

②施行日 （1）平成 30年 4月 1日、（2）公布の日 

 

□議第 34号 野洲市介護保険条例の一部を改正する条例 

特例給付の負担割合、保険料の額、保険料の段階を区分する基準所得金額を改正

する。 

①概要 

（1）特例給付に係る利用者負担額（第 8条～第 11条の 2） 

・年金収入 280万円以上の者…2割 

・年金収入 340万円以上の者…3割※ 

（2）平成 30年度から平成 32年度までの保険料率（全 12段階）（第 13条） 

・第 5段階（1年間の保険料の基準額） 「66,240円」⇒「71,760円」 

（3）保険料の基準所得金額（第 13条） 

・第 7段階…190万円未満⇒200万円未満 

・第 8段階…290万円未満⇒300万円未満 

②施行日 平成 30年 4月 1日 

※（1）のうち 3割負担の規定は、平成 30年 8月 1日 

 

□議第 35 号 野洲市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

指定介護予防支援等に関する国の基準の一部が改正されることに伴い、所要の改

正を行う。 

①概要 

 ・障害福祉制度の相談支援事業者との連携促進を明記（第 4条） 

 ・指定介護予防支援事業者から指定介護予防サービス利用者への説明事項とし

て、利用者が複数の指定介護予防サービス事業者等を紹介するよう求めるこ

とができることを明記（第 7条） 

 ・指定介護予防支援事業者から指定介護予防サービス利用者への説明事項とし

て、利用者が病院等に入院した際には、担当ケアマネージャーの氏名、連絡

先を入院先病院等に伝えるよう求めることを明記（第 7条） 

 ・介護予防サービス計画の作成のために開催されるサービス担当者会議の参加

者について、利用者とその家族の参加を基本とすることを明記（第 12条） 

②施行日 平成 30年 4月 1日 

 

□議第 36 号 野洲市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に
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関する条例及び野洲市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

介護保険法の一部改正に伴い、当該条例中の引用条文が 3 項建てになったため、

所要の改正を行う。 

施行日 平成 30年 4月 1日 

 

□議第 37号 野洲市生活環境を守り育てる条例の一部を改正する条例 

大気汚染防止法の一部改正に伴い、当該条例中の引用条項のずれが生じたため、

所要の改正を行う。 

施行日 平成 30年 4月 1日（その他の文言修正に係る改正は、公布の日） 

 

□議第 38号 野洲市都市公園条例の一部を改正する条例 

都市公園法施行令の一部改正に伴い、都市公園の敷地面積における運動施設の敷

地面積の制限割合について、地方公共団体の実情に応じて条例で定めることとなっ

たことから、当該割合を 100分の 50とする。 

施行日 公布の日 

 

□議第 39号 野洲市営住宅条例の一部を改正する条例 

公営住宅法等の改正に伴い、認知症患者等である市営住宅入居者の収入申告義務

の緩和措置を行うなど、所要の改正を行う。 

施行日 公布の日 

 

□議第 40 号 野洲市農業集落排水処理施設条例及び野洲市水道事業及び下水道事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

農業集落排水事業として処理している野田地区を公共下水道事業に統合すること

等に伴い、所要の改正を行う。 

①概要 

 （1）農業集落排水処理施設条例関係（別表） 

   ・野田地区農業集落排水処理施設の項を削除 

 （2）水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例関係①（第 2条） 

   ・水道事業の給水人口 50,800人⇒51,800人 

   ・水道事業の給水能力 24,620㎥／日⇒22,900㎥／日 

   ・農業集落排水事業の計画処理人口 3,810人⇒2,830人 

   ・農業集落排水事業の処理能力 1,259㎥／日⇒935㎥／日 

 （3）水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例関係②（第 5条） 

   ・地方自治法の改正に伴う引用条項の改正 

②施行日 （1）（2）平成 30年 4月 1日、（3）平成 32年 4月 1日 

 

□議第 41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 

病院事業関連予算の否決により、市民病院の組織や人事、運営に関して、野洲病
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院等の関係機関との協議が進められなかったことから、地方公営企業法の全部適用

に係る時期を 1年延期し、平成 31年 4月 1日とするなど所要の改正を行う。 

施行日 公布の日 

 

□議第 42号 野洲市体育センター条例を廃止する条例 

公共施設の効率的な運用を図るため、及び経年による老朽化などにより、野洲市

体育センターを廃止する。 

施行日 平成 31年 4月 1日 

 

□議第 43号 野洲市市民活動支援センター条例を廃止する条例 

市民活動支援センター機能を北部合同庁舎に移転することに伴い、当該条例を廃

止する。これに併せ、同センターの会議室等は野洲図書館に移管する。 

施行日 平成 30年 10月 1日 

 
５ その他 ２件 

□議第 44号 市道路線の認定及び廃止について 

    次の市道路線を認定及び廃止することについて、道路法第 8 条第 2 項及び第 10

条第 3項の規定に基づき議会の議決を求める。 

・認定路線･･･七間場住宅 13 号線、七間場住宅 14 号線、七間場住宅 15 号線、西

河原七ツ仮屋支線、中央 29 号線、苦菜島 8 号線、里原線、クリー

ンセンター線 

・廃止路線･･･七間場住宅 13号線、クリーンセンター線 

 

□議第 45号 野洲市ほほえみやす 21健康プラン（第 2次）の策定について 

野洲市ほほえみやす 21 健康プラン（第 2 次）を策定することについて、野洲市

議会基本条例第 11条第 5号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

  ※平成 30年度～39年度の 10年間の計画 

 

６ 人事案件 １件 

□議第 46 号 野洲市教育委員会教育長の任命につき議会の同意を求めることについ

て 

下記の者を野洲市教育委員会教育長に任命したいから、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第 4条第 1項の規定により議会の同意を求める。 

記 

氏  名 住     所 生 年 月 日 

西村
にしむら

 健
たけし

   

     ※任期   平成 30年 4月 1から平成 33年 3月 31日 
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[追加予定] 

□議第 号 野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

□議第 号 工事請負契約について（（仮称）三上こども園新築工事（建築主体工事）） 

□繰越明許費に係る補正予算 



曜日 開議時刻 種　別 摘　　　　　　要

２月 午前９時 本会議  開会、上程議案の提案説明

 （一般質問通告書提出期限（午前８時４５分まで））

 （代表質問通告書提出期限（正午まで））

２８日 水 休　会

３月 １日 木 休　会

２日 金 休　会  （議案質疑通告書提出期限（正午まで））

３日 土 休　会

４日 日 休　会

５日 月 休　会  （討論通告書提出期限（再開日採決議案、正午まで））

午前９時 本会議  議案質疑、一部討論・採決、委員会付託、代表質問

本会議終了後 委員会  予算常任委員会

 （意見書（案）提出期限）

７日 水 午前９時 本会議  代表質問、一般質問

８日 木 午前９時 本会議  一般質問

午前９時 本会議  一般質問（予備）

午後１時（予定）
 会派代表者会議
 （※一般質問が８日で終了した場合は、午前９時開議の予定）

１０日 土 休　会

１１日 日 休　会

午前９時 委員会  予算常任委員会（文教福祉）分科会

分科会終了後 委員会  （文教福祉）常任委員会

午後１時 委員会  予算常任委員会（総務）分科会

分科会終了後 委員会  （総務）常任委員会

午前９時 委員会  予算常任委員会（環境経済建設）分科会

分科会終了後 委員会  （環境経済建設）常任委員会

１５日 木 午前９時 委員会  常任委員会（予備）

１６日 金 午前９時  会派代表者会議

１７日 土 休　会

１８日 日 休　会

１９日 月 休　会

午前９時 委員会  予算常任委員会

委員会終了後 委員会  議会運営委員会

委員会終了後 協議会  全員協議会

２１日 水 春分の日 休　会

２２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  委員長報告、質疑、討論、採決

平成３０年第１回野洲市議会定例会会期日程
（会期２５日間）

月　日

２７日 火

６日 火

９日 金

１２日 月

１３日 火

１４日 水

２０日 火

２３日 金
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平成３０年度野洲市当初予算（案）の概要 

 

 

１．当初予算(案) の総額  

（単位：千円）

平成30年度 平成29年度 差引増減 増減率（％）

20,075,000 19,872,465 202,535 1.0

13,033,281 11,697,363 1,335,918 11.4

33,108,281 31,569,828 1,538,453 4.9

1,846,846 1,290,350 556,496 43.1

3,248,606 2,968,360 280,246 9.4

260,437 260,437 皆増

38,464,170 35,828,538 2,635,632 7.4

※平成29年度から下水道事業会計（公営企業会計）へ移行となっています。

※病院事業会計については、平成29年度途中での予算化となっていますので、当初比較に数値はありません。

区　分

総合計

特別会計
（8会計※）

一般会計

合計

病院事業会計
（収益・資本的支出計）

下水道事業会計
（収益・資本的支出計）

水道事業会計
（収益・資本的支出計）

 

 

２．一般会計当初予算(案)の推移（５か年）  

（単位：千円）

歳入歳出予算総額 前年度比較 増減率（％）

20,075,000 202,535 1.0

19,872,465 ▲ 857,535 ▲ 4.1

20,730,000 ▲ 2,320,000 ▲ 10.1

23,050,000 3,890,000 20.3

19,160,000 ▲ 498,000 ▲ 2.5

年度（当初予算）

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成30年度

 
 
 
３．主な増減理由(一般会計)  

 

（１）増額した主な理由 

①公立こども園整備事業として、（仮称）三上こども園の本体建築工事を実施します。 

（単位：千円）

平成30年度 平成29年度 差引増減 増減率（％）

542,411 67,747 474,664 700.6%

主な
財源

うち合併特例債 514,400 60,100 454,300 755.9%

区　分

公立こども園整備事業

 

 

②障がい者自立支援事業費や民間保育所委託料にみられる扶助費が増高しています。 

野洲市資料提供 提供年月日：平成 30年 2月 20日 

担当部課：政策調整部財政課 

担 当 者 ： 鎌 田     

連絡先：077-587-6069 
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③中主小学校の大規模改修を行うための実施設計と、野洲北中学校の普通教室増築に

かかる実施設計費用を計上しています。 

   

（２）減額した主な理由 

①旧クリーンセンターの施設解体工事が完了しました。 

（単位：千円）

平成30年度 平成29年度 差引増減 増減率（％）

29,092 311,211 ▲ 282,119 ▲ 90.7%

主な
財源

合併特例債 0 265,600 ▲ 265,600 ▲ 100.0%

区　分

クリーンセンター整備関連事業

 

 

②野洲駅北口駅前周辺整備工事の事業量が減少しました。 

 

 

４．予算案の特徴（一般会計） 

 

（１）総 括 

 

本市の財政状況は、市税の個人市民税や法人市民税では一定の増収を見込んでおり、

前年から続く堅調な景気上昇を反映した税収見込としています。固定資産税は、評価替

の影響から家屋に係る部分を減収で見込んでいます。また、平成 27年度から５年間で実

施される普通交付税の合併特例算定による段階的縮減が４年目を迎えることから、依然

として財政健全化を推進しなければなりません。 

平成 30年度は、こうした財政状況下において、今日までの課題を解決してきた実績を

踏まえさらなる発展に向け、将来への財政見通しをたてながら着実に施策を実現するた

め、「野洲の元気と安心を伸ばす」ための事業として、きめ細やかな子育て支援、地域医

療の中核を担う市立病院整備、利便性の高い駅前整備、住みよい都市基盤整備など市民

の安心・安全を確保することを重視した成熟度の高い予算（案）をまとめました。 

 

「野洲の元気」では、 

① 快適な学習環境を整備するため、老朽化が著しい中主小学校旧館の大規模改修、ま

た、生徒数増加見込に対応するため野洲北中学校の校舎増築整備に取り組みます。 

 

② 小学校に英語教育支援員を配置し、英語のコミュニケーション能力の素地を養いま

す。 

 

③ 夏祭り花火大会の開催や秋のオクトーバーフェスト＆ジャズフェスを開催し、まち

のにぎわいの創出と市民相互の絆づくりを図ります。 

 

④ 永原御殿跡の 2019 年度の国史跡指定に向けた発掘調査・文献調査などに取り組み

ます。 

 

⑤ 平成 32 年度の大津湖南都市計画区域の見直しに向け、都市計画区域変更に係る素

案を取りまとめ、計画的な市街化区域の拡大を図ります。 

 

⑥ 平成 32 年４月の余熱利用施設開業に向け、民間事業者が行う設計建設に関するモ
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ニタリング業務を実施し、温水プールなどの施設整備を進めます。 

 

「野洲の安心」では、 

① 地域の中核的医療機能を担う病院として、野洲駅南口に野洲市民病院を整備するた

め、施設の建築工事に係る実施設計や病院開設手続等に必要な資金を病院事業会計

に出資等を行い、平成 33年春の開設に向かいます。 

 

② 幼稚園と保育園の一元化により、待機児童の解消、施設の老朽化・耐震化の課題解

消などに取り組むため、（仮称）三上こども園の開園に向けて本体建築工事を行い、

平成 31年４月の開園を目指します。 

 

③ 学童保育所運営について、北野こどもの家において合同保育による土曜保育を実施

します。また、人数増に対応するため篠原こどもの家の増築に取り掛かります。 

 

④ 特別支援教育の充実として適正な支援員の配置、巡回相談員の派遣等を行います。

また、不登校の未然防止や支援の充実のため心のオアシス相談員やスクーリング・

ケアサポーターの派遣や、適応指導教室、こころの教育相談を実施します。 

 

⑤ 経済的困窮、地域からの孤立など生活上の課題がある人に対し、自立相談支援や家

計相談支援及び就労支援事業（やすワーク）を行い、生活再建の実現を支援します。

さらに、気軽に相談できる機会を拡大するため、北部合同庁舎での相談業務を充実

します。 

 

⑥ コミュニティバスを平成 31 年４月から２路線増やし、所要時間の短縮と本数増を

行い、利便性を向上するため、バスの追加や停留所などの準備を進めます。 

 

（２）歳 入 

 

① 市税 

ア 個人市民税及び法人市民税は若干の増収。 

イ 固定資産税は対前年当初予算比では減収。 

（単位：千円）

平成30年度 平成29年度 差引増減 増減率（％）

市税計 8,243,984 8,164,015 79,969 1.0%

うち個人市民税 2,854,016 2,795,294 58,722 2.1%

うち法人市民税 985,385 911,244 74,141 8.1%

うち固定資産税 3,990,036 4,022,314 ▲ 32,278 ▲ 0.8%

区　分

 

 

② 基金繰入金 

次の基金の繰入を行います。 

ア 財政調整基金繰入      980,000千円 

イ 減債基金繰入         30,000 千円 

ウ 公共施設等整備基金繰入   100,000 千円 

    エ まちづくり基金繰入        970 千円 

    オ 地域振興基金繰入      327,000 千円 
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③ 地方債（借入金） 

次の地方債を借り入れ、投資的経費（普通建設事業）に充当します。 

（単位：千円）

平成30年度 平成29年度 差引増減 増減率（％）

地方債計 1,522,200 1,761,400 ▲ 239,200 ▲ 13.6%

うち合併特例債 514,400 470,000 44,400 9.4%

うち臨時財政対策債 552,000 900,000 ▲ 348,000 ▲ 38.7%

区　分

※臨時財政対策債とは、国の地方交付税への財源不足対策として、本来地方交付税で交付されるものの一部を地方債

として市が借り入れます。その償還（返済）については、後年度にその全額が地方交付税で措置されます。

 

 ※ 一般会計での起債残高見込み 

平成 30年度末（見込額）⇒ 26,380,677 千円 

(平成 29年度末(見込額) ⇒ 27,168,477 千円) 

(平成 28年度末現在高  ⇒ 27,673,578 千円) 

 

 ※ 合併特例債の対象事業 

（仮称）三上こども園整備  514,400千円 

 

（３）歳 出 

 

主な増減内容は、次のとおりです。 

   

  

① 人件費 3,966,683 千円 （ + 60,422 千円 、 1.5 ％ ）
・ 嘱託職員等報酬 （ + 34,208 千円 ）

② 扶助費 4,009,909 千円 （ + 119,902 千円 、 3.1 ％ ）
・ 障がい者自立支援給付費等 （ + 121,068 千円 ）

・ 保育園委託料 （ + 69,039 千円 ）

③ 物件費 3,793,858 千円 （ + 26,934 千円 、 0.7 ％ ）
・ 予防接種等委託料 （ + 8,750 千円 ）

・ 特別支援教員等賃金 （ + 4,870 千円 ）

④ 補助費等 2,188,325 千円 （ ▲ 89,440 千円 、▲ 3.9 ％ ）
・ 下水道事業会計負担金等 （ ▲ 113,532 千円 ）

・ （ + 26,847 千円 ）

⑤ 投資的経費 1,689,524 千円 （ ▲ 130,624 千円 、▲ 7.2 ％ ）
・ 公立こども園整備事業 （ 487,167 千円 ）

・ クリーンセンター整備事業 （ ▲ 279,666 千円 ）

・ 道路維持工事 （ ▲ 45,112 千円 ）

・ 野洲駅周辺都市基盤整備事業 （ ▲ 96,830 千円 ）

⑥ 出資金 158,466 千円 （ + 91,609 千円 、 137 ％ ）
・ 下水道事業会計出資金 （ + 24,870 千円 ）

・ 病院事業会計出資金 （ + 66,739 千円 ）

湖南広域行政組合（消防事業）負担金
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５．主な新規・拡充施策（事業）等  

 【（〈◎新規、●拡充、○継続〉 

『豊かな人間性をはぐくむまち』

【重点事業】 ○ 公立こども園整備事業 542,411 千円 （ 前年度 67,747 千円 ）

○ 保育人材バンク・保育人材就職支援事業 4,056 千円 （ 前年度 1,909 千円 ）

● 学童保育所運営費(篠原学童増築含む） 324,687 千円 （ 前年度 312,003 千円 ）

【重点事業】 ○ 特別支援教育の充実、不登校対策 60,640 千円 （ 前年度 61,820 千円 ）

【重点事業】 ○ 小中学校施設整備事業 121,932 千円 （ 前年度 4,347 千円 ）

○ スクールソーシャルワーカーの配置 5,908 千円 （ 前年度 5,908 千円 ）

◎ 英語教育支援員の配置 6,050 千円 （ 皆増 ）

○ オペラ（声楽アンサンブル）鑑賞負担金 498 千円 （ 前年度 458 千円 ）

『人とひとが支え合う安心なまち』

○ 生活困窮者支援事業 7,280 千円 （ 前年度 7,574 千円 ）

◎ 市民サービスセンターにおける市民生活相談窓口の開設 1,159 千円 （ 皆増 ）

◎ 湖南地域重症心身障害者通所施設整備事業 6,414 千円 （ 皆増 ）

○ 高齢者健康生きがいづくりボランティア活動支援事業 1,735 千円 （ 前年度 1,072 千円 ）

○ 病児・病後児保育事業 17,594 千円 （ 前年度 15,543 千円 ）

◎ 野洲市自殺対策計画策定事業 1,795 千円 （ 皆増 ）

● 保健事業費（各種検診等） 39,642 千円 （ 前年度 35,988 千円 ）

【重点事業】 ○ 野洲市立病院整備事業 139,307 千円 （ 前年度 38,273 千円 ）

【重点事業】 ○ 野洲市民病院整備事業〈病院事業会計〉 260,437 千円 （ 前年度 1,132,007 千円 ）

◎ 野洲市消防団中里分団車輌更新事業 23,394 千円 （ 皆増 ）

『地域を支える活力を生むまち』

○ 多面的機能支払交付金 65,257 千円 （ 前年度 71,466 千円 ）

○ 環境保全型農業直接支払交付金 46,420 千円 （ 前年度 55,878 千円 ）

○ 機構（農地）集積協力金 5,000 千円 （ 前年度 5,000 千円 ）

○ 観光物産振興事業補助金 12,000 千円 （ 前年度 10,200 千円 ）

『美しい風土を守り育てるまち』

【重点事業】 ○ クリーンセンター余熱利用施設整備事業 28,458 千円 （ 前年度 304,830 千円 ）

○ クリーンセンター運営事業 406,227 千円 （ 前年度 445,799 千円 ）

● 水銀使用廃製品処理対策事業 1,989 千円 （ 前年度 198 千円 ）

○ 文化財収蔵庫整備事業 106,700 千円 （ 前年度 126,707 千円 ）

○ 永原御殿跡の国史跡指定に向けた調査と文化財保全事業 4,192 千円 （ 前年度 4,301 千円 ）

◎ 兵主神社本殿保存修理補助 14,898 千円 （ 皆増 ）

『うるおいとにぎわいのある快適なまち』

【重点事業】 ○ 野洲駅周辺都市基盤整備事業 166,031 千円 （ 前年度 267,919 千円 ）

○ コミュニティバス運行費 42,490 千円 （ 前年度 40,115 千円 ）

● コミュニティバス運行見直し費 6,198 千円 （ 前年度 14,904 千円 ）

○ 道路維持工事 111,611 千円 （ 前年度 150,096 千円 ）

○ 交通安全施設整備事業 70,914 千円 （ 前年度 114,482 千円 ）

○ 野洲市都市計画区域変更に係る解析、素案作成業務 2,614 千円 （ 前年度 6,717 千円 ）

◎ 国８バイパス事業に係る工業団地造成〈工業団地特会〉 2,107,000 千円 （ 皆増 ）

○ 配水給水事業〈水道事業会計〉 745,437 千円 （ 前年度 203,234 千円 ）

○ 農集排公共下水道統合事業〈下水道事業会計〉 291,524 千円 （ 前年度 94,178 千円 ）

『市民と行政がともにつくるまち』

○ 北部合同庁舎外壁改修事業 78,976 千円 （ 前年度 6,663 千円 ）

○ コミュニティ活動推進事業 61,917 千円 （ 前年度 51,090 千円 ）

○ コンビニ交付システム管理・運用事業 8,282 千円 （ 前年度 8,753 千円 ）

◎ 野洲市総合計画策定事業 3,477 千円 （ 皆増 ）

◎ 都市経営審議会運営事業 358 千円 （ 皆増 ）

◎ コミュニティセンター大規模改修事業 15,293 千円 （ 皆増 ）  



平成30年度当初予算（案） 主な事業の特徴 

○公立こども園整備事業 5億4,241万1千円 
○保育人材バンク・保育人材就職支援事業 405万6千円 

・ゆきはたこども園、しみんふくし保育の家竹が丘、あやめ保育所分
園の開園など計画的に施設整備を実施し、（仮称）三上こども園の実
施設計もＨ29年度に取り組んだ。 
・入所希望に対応していくための保育士が確保できず待機児童の主因
となっており、Ｈ28年度に保育士不足に対応するため「野洲市三方
よし人材バンク」事業を開始したが、継続して取り組みが必要である。 
 
保育所定員 Ｈ22：835名→Ｈ30：1,040名（205名増） 

待機児童数 Ｈ22：12名→Ｈ30：38名（国基準） 
 ※H30.1.31現在：69名（※国基準38名）（うち未満児36名） 

（仮称）三上こども園の建設に向
け本体建設工事を行う。 
Ｈ31年４月開園予定 
定員:150名（保:90 幼:60） 
※保育定員20名増 
保育士確保対策として、処遇改善
対策や、潜在保育士の復帰支援の
ため市独自の保育料一部補助制度
を実施し人材確保に努める。 

○特別支援教育の充実、不登校対策 6,064万円 
○スクールソーシャルワーカーの配置 590万8千円 
◎英語教育支援員の配置 605万円 

・学校教育指導員、心のオアシス相談員、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰなどを配置
し、きめ細かな支援を実施している。 
・通常学級在籍で特別な教育的支援を必要とする児童・生徒が増加傾
向にある。 
 ※小学校 Ｈ29：348人、中学校 Ｈ29：180人 ※在籍率約12％ 

・別室や放課後登校等の学校不適応傾向を含めた不登校状態の児童・
生徒は増加傾向にある。 
 ※Ｈ28確定（不登校）小学校：0.62％、中学校：4.28％ 
        （別室登校）小学校：0.26％、中学校：1.23％ 

・小学校英語必修化に向けて適切な取り組みを選択し、円滑な実施に
つなげていく必要がある。 

指導員等の適正な配置により、一
人ひとりの特性に応じたきめ細か
な指導・支援を実施する。 
社会福祉に専門的知識を有する者
を教育現場に配置し、関係機関と
連携強化を図る。 
 ・学校教育指導員2８名 
 ・心のオアシス相談員6名 
 ・ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ5名 他 
英語教育支援員を配置し、英語の
コミュニケーション能力の素地を
養う。（５名） 

○野洲市立病院整備事業 1億3,930万7千円 
○野洲市民病院整備事業<病院事業会計> 2億6,043万7千円 

・市内の中核的医療拠点として、野洲市民病院整備を進めている。 
・Ｈ29.12月から事業会計予算の執行により事業を進めている。 
 
 ※H29 <一般会計>開設支援業務委託、基本設計 
    〈病院事業会計〉病院及び駐車場予定地の用地取得 

平成3３年春開設に向け、駅前
南口において野洲市民病院の整
備を進める。 
H30<一般会計> 
   病院事業会計への出資等   
   <病院事業会計> 
     ・病院及び駐車場施設の 
    実施設計 
   ・人事、財務等運営シス 
    テムの構築 

豊かな人間性をはぐくむまち 

人とひとが支え合う安心なまち 

＜◎新規、●拡充、○継続＞ 

○小中学校施設整備事業 1億2,193万2千円 

・市内小中学校については耐震化を完了し、安全な学習環境を整えて
いるが、老朽化が著しい中主小学校、及び生徒数の増加見込による普
通教室が不足する野洲北中学校の施設整備が課題として残っている。 
 Ｈ29年度に中主小学校は耐力度調査と基本計画に着手し、野洲北
中学校は基本設計に取り掛かり、適期に対応していく。 
  
 ※中主小学校：昭和3２年築の旧館の大規模改修。 
 ※野洲北中学校：平成３４年における普通教室不足見込 

中主小学校大規模改修及び増築実
施設計を行う。 
・Ｈ30実施設計 
・Ｈ31.32改修工事予定 
また、野洲北中学校大規模改修及
び増築実施設計を行い、快適な学
習環境を目指す。 
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○クリーンセンター余熱利用施設整備事業 2,845万8千円 
○クリーンセンター運営事業 4億622万7千円 

・クリーンセンターは平成28年11月に操業を開始し、その運転維持
管理は長期包括運営事業で行っている。 
・旧クリーンセンターの解体工事はＨ29に完了し、跡地に整備する余
熱利用施設については地域の活性化に役立つ施設として整備を進める
必要がある。 

健康と交流を創出する活動拠点と
して温水プールなどの余熱利用施
設の整備を図る。 
 Ｈ29:事業者選定業務 
 Ｈ30.31:施設建設、建設等 
  モニタリング業務 
※Ｈ32年度開設予定 

○野洲駅周辺都市基盤整備事業<北口広場> 1億6,585万円 

・野洲駅北口駅前広場では、歩行者の主動線と車両の主動線が交差し
ており、歩行者の安全性が確保されていないとともに、車両交通の混
雑を招いている。 
・バスや送迎車の乗降が安全に行えないなどの問題が生じている。 
※Ｈ28：歩道橋、北・西側シェルター等整備 
※Ｈ29：南・東側シェルター歩道等整備 

危険な中央の横断歩道を廃止し
て、東側に駅舎コンコースに接
続する横断歩道橋、エレベー
ター、エスカレーター等を整備
した。 
Ｈ30年度完了に向けて、中央島
とロータリー舗装等整備を行う。 

美しい風土を守り育てるまち 

うるおいとにぎわいのある快適なまち 

◎野洲市総合計画策定事業 347万7千円 
◎都市経営審議会運営事業 35万8千円 

・第２次野洲市総合計画の平成33年4月の策定に向けて、まちのさら
なる発展と魅力を向上させる内容となるよう様々な角度からの視点を
踏まえた計画にする必要がある。 
・効率的、効果的な行政運営を進めるために経営改善及び公共施設の
あり方について検討を図る必要がある。 

総合計画については、大学等と共
同で基礎調査及び研究等を進めて
いく。 
都市経営については、継続して安
定した行政運営を行えるよう、市
民代表や学識者等で組織する審議
会において検討を進める。 

市民と行政がともにつくるまち 

○観光物産振興事業補助金 1,200万円 

・市民に親しまれ愛着をもっていただく観光振興を協働し実行してい
くことで、皆が地域を支え活力を生むまちづくりが必要である。 
 ※Ｈ29は蓮池の里多目的公園にて夏の花火大会を実施 

夏の花火大会、秋のオクトーバー
フェスト＆ジャズフェスin野洲に
ついて実行委員会へ補助する。 
これに農林漁業との連携を図り、
地元農産物の魅力発信と販路拡大
などを行い、地域活力の向上を図
る。 
 

地域を支える活力を生むまち 

◎兵主神社本殿保存修理補助 1,489万8千円 

・市指定有形文化財に指定している兵主神社本殿については、著しく
損傷しており、適切に保存修理し、将来にわたり中主地域を代表する
文化財として継承される必要がある。 
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○コミュニティバス運行費 4,249万円 
●コミュニティバス運行見直し費 619万8千円 

・現在５コースで運行することにより地域住民の移動手段を確保して
いる。 
・高齢化が進んでいる中での必要性を考え、また、野洲駅周辺整備の
進展、大篠原地先に余熱利用施設整備の予定があり、利便性を更に向
上させていく必要がある。 

利用促進に向けたダイヤ改正、
路線拡大を行う。 
それにより、新たにＨ31.4月
から２路線の追加と、停留所の
準備やバスの追加配備を行う。 

2年間に渡って実施される修理事
業に対し助成を行う。 
 Ｈ30:仮設、基礎、木工事等 
 Ｈ31:工事、屋根修理等 
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