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   書 記  坂口   稔     書 記  井上  直樹 

 

議事日程 

         諸般の報告 

      第１ 会議録署名議員の指名 

      第２ 会期の決定 

      第３ 議第５９号から議第８５号まで一括上程 

         （令和２年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について 他２６件） 

          提案理由説明 

      第４ 決算特別委員会の設置及び委員の選任 

         諸般の報告（決算特別委員会の正副委員長の互選結果の報告） 

市長提出議案 

     議第５９号 令和２年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議第６０号 令和２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６１号 令和２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６２号 令和２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６３号 令和２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６４号 令和２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６５号 令和２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６６号 令和２年度野洲市水道事業会計決算の認定について 

     議第６７号 令和２年度野洲市下水道事業会計決算の認定について 

     議第６８号 令和２年度野洲市病院事業会計決算の認定について 

     議第６９号 令和３年度野洲市一般会計補正予算（第４号） 

     議第７０号 令和３年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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     議第７１号 令和３年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号) 

     議第７２号 令和３年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

     議第７３号 令和３年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号） 

     議第７４号 令和３年度野洲市工業団地等整備事業特別会計補正予算（第１号） 

     議第７５号 令和３年度野洲市病院事業会計補正予算（第２号） 

     議第７６号 野洲市税条例の一部を改正する条例 

     議第７７号 野洲市都市計画税条例の一部を改正する条例 

     議第７８号 野洲市まちづくり寄附条例の一部を改正する条例 

     議第７９号 野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例 

     議第８０号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（こどもの家） 

     議第８１号 市道路線の認定について 

     議第８２号 令和２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 

     議第８３号 令和２年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て 

     議第８４号 令和２年度野洲市病院事業会計未処分利益剰余金の処分について 

     議第８５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 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（東郷克己君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ご承知のとおり、新型コロナの感染が私たちの身近に迫っております。市長をはじめ執

行部の皆様、そして議員各位におかれましては、従前にも増してコロナ感染防止及び健康

維持管理にご留意いただき、充実した議会運営、審議となってまいりますことをお願いい

たします。 

 ただいまから令和３年第３回野洲市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

 出席議員は１８人全員であります。 

 本日の議事日程は、既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 
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 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職、氏名は、お手元の文書のとお

りです。 

 次に、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、第３０期野洲市湖岸開発株式

会社事業報告書及び財務諸表並びに第３１期野洲市湖岸開発株式会社事業計画書及び財務

諸表が、また、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき専決処分報告書が、さらに、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき健全化判断比率及

び資金不足比率の報告書が、それぞれ市長から提出され、お手元に配付しておきましたの

で、ご確認お願いいたします。 

 （日程第１） 

○議長（東郷克己君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、第１６番、北村五十鈴議員、第

１７番、荒川泰宏議員を指名いたします。 

 （日程第２） 

○議長（東郷克己君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月１７日までの２５日間にいたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月１７日までの

２５日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議日程につきましては、配付済みの会期日程のとおりであります。 

 （日程第３） 

○議長（東郷克己君） 日程第３、議第５９号から議第８５号まで、令和２年度野洲市一

般会計歳入歳出決算の認定について他２６件を一括議題といたします。 

 事務局長が議案を朗読いたします。 

○議会事務局長（田中千晴君） 皆様、おはようございます。 

 朗読いたします。 

 議第５９号令和２年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について、他、決算認定９件。 

 議第６９号令和３年度野洲市一般会計補正予算（第４号）、他、補正予算６件。 

 議第７６号野洲市税条例の一部を改正する条例、他、条例改正３件。 
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 議第８０号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（こどもの家）、他、その

他の案件４件。 

 議第８５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。 

 以上です。 

○議長（東郷克己君） 議案の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求めま

す。 

 市長。 

○市長（栢木 進君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 本日、ここに令和３年第３回野洲市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

には全員出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 それでは、今議会に提案いたします議案についてご説明申し上げます。 

 本定例会におきましては、議案としまして、令和２年度決算の認定１０件、補正予算７

件、条例の改正４件、その他５件、人事案件１件の合計２７件を提案いたしますので、ご

審議をよろしくお願いいたします。 

 議第５９号から議第６８号までの令和２年度各会計決算の認定についてご説明申し上げ

ます。 

 議第５９号野洲市一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入決算額は２９４億８，６

５７万４１６円、歳出決算額は２８６億４，７６２万２，００６円で、歳入歳出差引額は

８億３，８９４万８，４１０円となり、翌年度へ繰り越すべき財源の５，２７９万２，０

００円を控除した実質収支額は７億８，６１５万６，４１０円となりました。 

 令和２年度一般会計決算の特徴を申し上げますと、歳入のうち、市税では、法人市民税

が落ち込んだものの、固定資産税が増収となり、市税全体で前年度より増収となりました。 

 また、普通交付税では、臨時財政対策債を含んだ額について前年度より増額となりまし

た。分担金負担金と使用料手数料については、令和元年１０月から保育無償化の影響によ

り減額となりました。そのほか、特別定額給付金給付事業費・事務費補助金や新型コロナ

ウイルス感染症対策地方創生臨時交付金に伴う国庫支出金、余熱利用施設整備事業や小中

学校の整備等の起債等により、前年度比で約６５億６，８１５万円の増加となりました。 

 歳出では、「住んでよかったまち」を実現するための施策として、中主小学校旧館改築及

び大規模改修等工事、野洲北中学校大規模改修等工事、固定系防災行政無線の更新、及び

余熱利用施設整備運営事業委託費等の、地域の課題やニーズに合ったきめ細やかな施策や、
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新型コロナウイルス感染症による緊急経済対策としての特別定額給付金事業を推進してき

たところです。決算総額としては、前年度比で約６５億６，５３４万円の増額となりまし

た。 

 次に、議第６０号野洲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入

決算額は４８億１，６７６万９，１４６円、歳出決算額は４７億３，６８９万９，３７８

円で、歳入歳出差引額は７，９８６万９，７６８円となりました。 

 なお、決算剰余金のうち、２，８５４万円については、令和３年度に繰り越して滋賀県

国保保険給付費等交付金精算に伴う普通交付金返還金、災害臨時特例補助金返還金の相当

額となっております。 

 次に、議第６１号野洲市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入決

算額は６億５，３６５万５，８６８円、歳出決算額は６億３，６４４万７，４５３円で、

歳入歳出差引額は１，７２０万８，４１５円となりました。 

 なお、決算剰余金のうち、１，４５２万５，０００円につきましては、令和３年度に繰

り越して滋賀県後期高齢者医療広域連合へ納付すべき保険料相当額となっております。 

 次に、議第６２号野洲市介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入決算

額は４２億９，８４２万７，４８０円、歳出決算額は４１億２，１２１万１，５６０円で、

歳入歳出差引額は１億７，７２１万５，９２０円となりました。 

 なお、決算剰余金のうち、７，０５０万４，０００円については、国庫支出金負担金等

の精算及び一般会計への繰り出しによる返還予定額となっています。 

 次に、議第６３号野洲市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入決算

額は３，８１８万３，３２７円、歳出決算額は３，１３８万２，７２７円で、歳入歳出差

引額は６８０万６００円となりました。 

 次に、議第６４号野洲市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算につきましては、

歳入決算額は１，８２２万８，２５０円、歳出決算額は１，７６９万７，６４７円で、歳

入歳出差引額は５３万６０３円となりました。 

 次に、議第６５号野洲市工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳

入決算額は７億４，４３０万９６５円、歳出決算額は７億４，４２７万２，８７０円で、

歳入歳出差引額は２万８，０９５円となりました。 

 次に、議第６６号野洲市水道事業会計決算につきましては、まず、収益的収入及び支出

ですが、収入決算額が１０億４，７３９万６，２４９円に対し、支出決算額が９億１，５
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９７万７，５０７円で、収支差引額は１億３，１４１万８，７４２円の黒字決算となりま

した。 

 令和２年度について、引き続き経営改善による支出を抑制したことが主な要因と見てお

ります。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が９億５，６４９万４，８５０

円に対し、支出決算額が１２億６，５０１万３，８２４円で、不足額の３億８５１万８，

９７４円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び建

設改良積立金で補塡をしたものです。 

 次に、議第６７号野洲市下水道事業会計決算につきましては、まず、収益的収入及び支

出ですが、収入決算額が１８億４７２万１，１５７円に対し、支出決算額が１６億２，４

４９万３，５７６円で、収支差引額は１億８，０２２万７，５８１円の黒字決算となりま

した。 

 令和２年度については、農業集落排水処理施設の公共下水道統合により経費が大幅に減

少したこと、及び地方公営企業法の適用により独立採算制の趣旨に沿った運営合理化に努

めたことが主な要因と見ています。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が３億５，３５２万６，５６３

円に対し、支出決算額が９億５，５０３万９，４２３円で、不足額の６億１５１万２，８

６０円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度

分損益勘定留保資金及び減債積立金で補塡をしたものです。 

 次に、議第６８号野洲市病院事業会計決算につきましては、まず、収支的収入及び支出

ですが、収入決算額が３４億４，３９４万２，３９１円に対し、支出決算額が２９億４１

万１，６４３円で、収支差引額は５億４，３５３万７４８円の黒字決算となりました。 

 令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、国県補助金を活

用しながら、堅実な経営に努めたことが主な要因と見ています。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が３億７６５万６，０００円に

対し、支出決算額が３億１，６８１万７，０４０円で、不足額９１６万１，０４０円につ

いては、消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補塡をしたものです。 

 以上、議第５９号から議第６８号までの令和２年度各会計決算の説明とさせていただき

ます。 

 次に、議第６９号から議第７５号までの令和３年度一般会計補正予算、特別会計補正予
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算についてご説明申し上げます。 

 まず、議第６９号令和３年度野洲市一般会計補正予算（第４号）につきましては、歳入

歳出予算それぞれに８億１，６５２万２，０００円を増額するものです。 

 歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 

 総務費では、基金積立費について、令和２年度一般会計決算剰余金を、地方財政法第７

条第１項の規定に基づき、２分の１以上、財政調整基金に積み立てるため、４億円を増額

します。企画調査推進費については、駅前整備事業を推進するための委託料として４９５

万円の追加を、税務管理費について、市税還付金１，７４０万円を増額します。 

 民生費では、生活困窮者支援事業費について、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う

生活支援緊急給付金として６６０万円を、児童対策推進事業費について、子ども・子育て

支援交付金等の精算に伴う国庫支出金の返還金２，０５４万４，０００円を追加します。 

 衛生費では、保健事業費について、健診結果の利活用に向けたシステム改修に伴う委託

料４５１万円を追加します。 

 農林水産業費では、農業振興対策事業費について、経営を継承した農業後継者を対象に

経営継承・発展等支援事業補助金３００万円を追加します。 

 商工費では、商工振興費について、新型コロナウイルス感染拡大に伴い影響を受けてい

る市内小規模事業者の家賃等を支援する小規模事業者家賃臨時支援金として２，５００万

円を、飲食店の事業継続を支援するため、感染予防対策を実施している店舗に対し安心・

安全店舗認証飲食店支援金として１，４００万円を追加します。 

 土木費では、道路維持工事費について、準用河川友川に転落防護柵を設置するため、工

事請負費２６０万３，０００円を増額します。 

 教育費では、図書館費について、新型コロナウイルス感染症に伴う新しい生活様式に重

要とされている読書を支援するため、図書購入費用として１，０００万円を増額します。 

 次に、歳入の主なものについてご説明申し上げます。 

 地方交付税については、普通交付税の算定結果に基づいて、３億８，４８３万７，００

０円を増額します。 

 国庫支出金について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金３，６８９万

１，０００円を増額します。 

 繰入金については、公共施設等整備基金繰入金の取りやめにより１億円の減額を、令和

２年度の特別会計への繰出金額の確定により、精算額として国民健康保険事業特別会計か
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ら８９８万１，０００円、介護保険事業特別会計から４，９００万７，０００円の繰り入

れを追加します。 

 市債については、普通交付税の算定結果に基づく臨時財政対策債の発行額について、７，

７４５万８，０００円を増額し、特別減収対策債の借り入れをやめたことにより、１億４，

０００万円を減額します。 

 繰越金では、今回の補正に係る収支調整額として、４億８，０５５万円を増額します。 

 次に、議第７０号令和３年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、歳入歳出予算それぞれに７，８５２万円を追加するものです。 

 補正の主な内容としましては、歳入では、令和２年度の決算剰余金のうち、５，１８７

万９，０００円を追加するほか、令和２年度滋賀県国保保険給付費等交付金の精算に伴う

国保連合会からの返還金２，４８９万３，０００円、令和２年度特別交付金（特定健康健

診事業分）の事業実績に基づく追加交付１１３万３，０００円を追加するものです。 

 歳出では、新型コロナウイルス感染症対応として、令和２年度国保税減免に対する財源

支援として交付を受けていた災害臨時特例交付金の精算に伴う超過交付分の返還金１６５

万７，０００円、令和元年度及び令和２年度滋賀県国保保険給付費等精算に伴う普通交付

金返還金２，６８８万３，０００円を追加するとともに、令和２年度決算剰余金の２分の

１相当額として４，０００万円を国民健康保険事業財政調整基金に積み立てるものです。 

 次に、議第７１号令和３年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、歳入歳出予算それぞれに１，４５２万５，０００円を追加するものです。 

 主な補正の内容としましては、令和２年度の出納整理期間中に収入いたしました保険料

について、後期高齢者医療広域連合納付金で令和３年度納付金として支出するものです。 

 次に、議第７２号令和３年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、歳入歳出予算それぞれに１億９，４２７万２，０００円を増額するものです。 

 主な内容としましては、歳入では、令和２年度の介護給付費の確定に伴い、国庫支出金、

県支出金及び社会保険診療報酬支払基金交付金において追加交付見込額として２，１３２

万２，０００円を増額するほか、繰越金において令和２年度決算余剰金１億７，２２１万

５，０００円を増額するものです。 

 歳出では、令和２年度の地域支援事業費の確定に伴い、国、県及び社会保険診療報酬支

払基金に対し超過交付分を返還するために、諸支出金において、返還金２，１４９万７，

０００円を増額し、一般会計への繰出金を４，９００万７，０００円増額するものです。 
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 また、基金積立金においては、繰越金を介護給付費準備基金積立金へ積み立てるため、

１億２，３７６万８，０００円を増額するものです。 

 次に、議第７３号令和３年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、歳入歳出予算それぞれに６７９万９，０００円を増額するものです。 

 主な補正の内容としましては、令和２年度の決算剰余金の確定に伴い、繰越金として６

７９万９，０００円を増額し、同額を墓地公園整備基金に積み立てるものです。 

 次に、議第７４号令和３年度野洲市工業団地等整備事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、歳入歳出予算それぞれに４９７万３，０００円を減額するものです。 

 主な補正の内容としましては、地方債補正において地域開発事業借換債の新規発行に係

る限度額を変更するもので、歳入については、新たに一般会計繰入金を計上し市債を減じ、

歳出については、前年度の地域開発事業借換債が低利で借り入れできたことに伴い、長期

債利子を減額するものです。 

 次に、議第７５号令和３年度野洲市病院事業会計補正予算（第２号）につきましては、

予算第３条の収支的収入及び支出を１，７９５万１，０００円増額し、予算第４条の資本

的収入及び支出を１億３，０００万円増額するものです。 

 本補正予算は、まず、収益的収支におきまして、市立野洲病院及びイオンタウン野洲を

会場として、市が実施する新型コロナウイルスワクチン接種事業に関し、市立野洲病院が

市からの委託を受けて行う接種支援業務に係る委託金を収益的収支に計上し、接種支援に

必要となる経費を収益的費用に計上するものです。 

 また、資本的収支におきましては、更新の必要が生じたＣＴ装置及びナースコールシス

テムの整備に係る所要の経費を資本的支出に計上し、これに対し充当する企業債を資本的

収入に計上するものです。 

 以上、議第６９号から議第７５号までの各会計補正予算の提案説明とさせていただきま

す。 

 議第７６号野洲市税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本議案は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律及び産業競争力強化法

等の一部を改正する法律が、令和３年５月１０日、令和３年６月１６日にそれぞれ公布さ

れたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 主な内容につきましては、償却資産に係る固定資産税のうち、雨水貯留浸透施設や先端

設備等に対する課税標準額の特例等について、所要の改正を行うものです。 
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 なお、本条例は公布の日から施行いたします。 

 議第７７号野洲市都市計画税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本議案は、令和３年３月３０日付で大津湖南都市計画の区域区分が都市計画決定された

ことに伴い、課税区域として定めていた市街化調整区域の一部が市街化区域に編入された

ことによる改正です。 

 あわせて、地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月３１日に公布されたことに

より、所要の改正を行うものです。 

 主な内容につきましては、条例第２条において、これまで市街化調整区域の地区計画区

域として課税対象区域に定めていた「細流の郷」「小篠原台」「篠原駅前」「西河原字上ダイ

地区」について市街化区域に編入されたことに伴い、同条第１号に含まれることとなった

ため、第２号から除外するものです。 

 なお、本条例は公布の日から施行します。 

 議第７８号野洲市まちづくり寄附条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げま

す。 

 本議案は、令和３年１０月１日からふるさと納税の取り組みを新たに開始するに当たり、

寄附者に対し寄附金の使途（事業区分）をより分かりやすく明示及び追加するため、所要

の改正を行うものです。 

 その主な内容は、第２条において寄附金の使途（事業区分）を明確にし、各事業の条文

の末尾に寄附金の使途の分野が分かる名称を付け加えるとともに、新たに住環境の整備に

係る寄附金の使途項目を追加するほか、軽微な文言修正を行うものです。 

 なお、本条例は令和３年１０月１日から施行します。 

 議第７９号野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げ

ます。 

 本議案は、「西河原字上ダイ地区」地区計画の区域内における開発行為に伴い帰属を受け

ていた公園を新たに野洲市地域ふれあい公園とするための改正を行うものです。 

 なお、本条例は公布の日から施行します。 

 議第８０号指定管理者の指定につき議決を求めることについて（こどもの家）について

ご説明申し上げます。 

 こどもの家については、社会福祉法人野洲市社会福祉協議会を指定管理者として指定し

ているところですが、令和４年３月３１日で期間が満了することから、全てのこどもの家
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について、引き続き、社会福祉法人野洲市社会福祉協議会を指定管理者とし、令和４年４

月１日から５年間と定めて指定するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

基づき、議決を求めるものです。 

 議第８１号市道路線の認定についてご説明申し上げます。 

 本議案は、開発行為により帰属を受けた公衆用道路などを含む６路線を認定することに

ついて、道路法第８条第２項の規定に基づき、議決を求めるものです。 

 議第８２号令和２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ご説明申し

上げます。 

 本議案は、令和２年度野洲市水道事業会計未処分利益剰余金２億３，０３１万９，７７

２円のうち１億円を更新事業の財源に充てるため建設改良積立金に積み立てて、建設改良

費に使用した２，８０３万４，１１９円を資本金に組み入れることについて、地方公営企

業法第３２条第２項の規定に基づき、議決を求めるものです。 

 議第８３号令和２年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてご説明申

し上げます。 

 本議案は、令和２年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金３億８，１３７万７，１

３８円のうち、１億円を企業債償還の財源に充てるため減債積立金に積み立てて、企業債

償還のために使用した２億円を資本金に組み入れることについて、地方公営企業法第３２

条第２項の規定に基づき、議決を求めるものです。 

 議第８４号令和２年度野洲市病院事業会計未処分利益剰余金の処分についてご説明申し

上げます。 

 本議案は、令和２年度野洲市病院事業会計未処分利益剰余金６億５，１１６万４，３１

１円のうち、１億６，０００万円を企業債償還に充てるため減債積立金に、６，６００万

円を将来の欠損に備えるため利益積立金に、１億円を建設改良費等の財源に充てるため建

設改良積立金に積み立てることについて、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、

議決を求めるものです。 

 議第８５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ご説明申し上げ

ます。 

 本議案は、当市の人権擁護委員９名のうち、１名の人権擁護委員候補者を推薦するもの

です。 

 まず、現委員の森清章さんの任期が令和３年１２月３１日をもって満了することに伴い、
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引き続き、森さんを推薦するものです。 

 森さんは、平成３１年１月１日から人権擁護委員として１期３年ご活躍いただいており

ます。 

 森さんは、温厚篤実な人物で、人権擁護委員として適任と考え、法務大臣へ人権擁護委

員として推薦するに当たり、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

めるものです。 

 なお、任期は令和４年１月１日からの３年間です。 

 以上、提案理由といたします。 

○議長（東郷克己君） 次に、議第５９号から議第６８号までの決算認定について、代表

監査委員の久松信治氏より審査結果の報告を求めます。 

 監査委員。 

○代表監査委員（久松信治君） 議員の皆様、おはようございます。代表監査委員の久松

でございます。 

 それでは、令和２年度野洲市一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算審査の概

要につきましてご報告申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定に基づき審査に付されました

令和２年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況について、その内容

を詳細に審査しましたところ、決算並びに附属書類とも関係法令に準拠して作成されてお

り、その計数は正確であり、いずれも予算に基づき適正に執行されているものと認められ

ました。 

 一般会計では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応などで昨年度と比較して決算

額が大幅に伸びる中にあって、市税において法人市民税が減少したものの、事業者の投資

が堅調であったことから、固定資産税では約１億６，０００万円の増収となり、市税全体

では、前年度に比べ約１億２，３００万円の増収となったこともあり、財政調整基金から

の取り崩しも最小限に留められ、健全な財政運営に努められました。 

 その結果、一般会計を含め、全ての特別会計において実質収支は黒字決算となっており、

順調な決算と言えます。 

 なお、財政構造の弾力性を示す経常収支比率では、前年度から０．２ポイントの増加の

９３．５％となっており、引き続き財政運営の硬直化や将来の財政負担に留意すべきもの

と考えられます。今後、行財政改革の取り組みを継続的に進められる必要があると考えま
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す。 

 こうしたことから、行財政運営に当たっては、多様化する市民ニーズを的確に捉え、事

業の必要性、費用対効果を総合的に判断し、財源の確保と適切な予算執行により、一層の

経費削減に努められ、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりの実現に向け、努力され

ることを期待しています。 

 次に、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき審査に付されました水道事業会計、

下水道事業会計及び病院事業会計の決算並びに附属書類の内容を審査しました結果につき

ましては、ともに関係法令に準拠して作成されており、当年度の経営成績及び財政状況は

適正と認めました。 

 水道事業会計では、収益を上げるために、特に有収率の向上を図ることが重要なことか

ら、今後も漏水調査と対策を講じながら、計画的に老朽管の更新事業を進められるととも

に、常に企業としての経済性を認識し、さらなる経費の節減と収益の確保に努め、効率的

な事業運営の推進により、市民に安心・安全・安定した水の供給に努められることを期待

します。 

 下水道事業会計においては、不明水対策に積極的に努められるとともに、費用面で、管

渠の長寿命化事業整備に多額の経費が見込まれる上、企業債の多額の償還が残っているな

どもあり、今後とも経費の節減と収益の確保に努め、効率的な事業運営を推進し、徹底し

た経営基盤の強化に取り組まれることを期待します。 

 病院事業会計においては、営業面で約５億２，７００万円の純利益となったところです

が、病院運営の効率性を示す病床稼働率については、新型コロナウイルス感染症入院患者

受け入れに伴う休床対応の影響等もあり５８．８％と、目標とする８０％に届いていない

状況となっています。さらに新型コロナウイルス感染症対策と病院を取り巻く環境は目ま

ぐるしく変化していく中、当然のことながら、今後の病院事業の運営に当たっては、常に

企業としての経済性を追求するとともに、これら変化に柔軟に対応できるよう工夫し、無

駄を省き、さらなる経営努力に努められて、市民の地域医療を担う中核的医療拠点として

市立野洲病院が運営されることを願うものです。 

 最後に、８月３日に実施いたしました令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金

不足比率の審査結果について報告させていただきます。 

 結論から申し上げますと、いずれも早期健全化基準、経営健全化基準を満たしており、

特に指摘すべき事項はありませんでした。 
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 健全化判断比率では、実質赤字比率及び連結実質赤字比率において、全会計とも収支は

黒字となっており、比率としては表れませんでした。 

 実質公債費比率は８．５％で、昨年度の９．０％より０．５ポイント減少し、早期健全

化基準の２５％を下回っており、可としました。 

 将来負担比率は６６．３％で、昨年度の５３．９％から１２．４ポイント増加しました

が、早期健全化基準の３５０％を大きく下回っており、可としました。 

 また、資金不足比率につきましては、水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計及

び工業団地等整備事業特別会計とも資金不足は発生しておらず、可と認められました。 

 以上、令和２年度野洲市一般会計・各特別会計及び公営企業会計決算並びに健全化判断

比率及び資金不足比率の審査結果の意見とさせていただきます。 

 なお、詳細につきましては、お手元の「令和２年度野洲市一般会計・各特別会計及び基

金運用状況並びに公営企業会計決算審査意見書並びに健全化判断比率及び資金不足比率審

査意見書」に記載をしておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（東郷克己君） 市長。 

○市長（栢木 進君） 先ほどの議案説明の中で３か所訂正させていただきます。 

 議第５９号のうち、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」と申し上げる

ところを「感染症対策」というふうに申し上げました。申し訳ございません。「対応」でご

ざいます。 

 次に、議第６８号及び議第７５号のところで、「収益的収入及び支出」というところを「収

支的収入及び支出」と申し上げてしまいました。訂正いたします。「収益的収入及び支出」

でございます。 

 最後に、議第７０号でございますが、「特定健康診査事業分」というところを「特定健康

健診事業分」と申し上げてしまいました。「特定健康診査事業分」でございます。 

 以上、訂正させていただきます。 

 （日程第４） 

○議長（東郷克己君） 日程第４、決算特別委員会の設置及び委員の選任を議題といたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 議第５９号から議第６８号までの議案の審査等を行うため、委員会条例第６条の規定に
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より、１６人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置いたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご異議なしと認めます。よって、議第５９号から議第６８号まで

の議案の審査等を行うため、１６人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置するこ

とに決しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、議会選出監査委員及び本職を除く１６人の議員を指名いたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました議会

選出監査委員及び本職を除く１６人の議員を決算特別委員会の委員に選任することに決し

ました。 

 暫時休憩いたします。再開時刻は追って連絡いたします。 

            （午前 ９時５０分 休憩） 

            （午前１０時３０分 再開） 

○議長（東郷克己君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 休憩中に決算特別委員会が開催され、正副委員長の互選が行われ、結果について報告が

ありましたので、本職より報告いたします。 

 決算特別委員会委員長に第１８番、立入三千男議員、副委員長に第８番、矢野隆行議員、

以上のとおり互選されましたので、報告いたします。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明８月２５日から８月３０日までの６日間は、議案調査のため休会といたしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご異議なしと認めます。明８月２５日から８月３０日までの６日

間は休会することに決定いたしました。 
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 なお、念のため申し上げます。来る８月３１日は午前９時から本会議を再開し、議案質

疑、一般質問等を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。（午前１０時３１分 散会） 
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