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■趣旨・目的 

 

   平成 25 年９月湖南市議会定例会提出案件 

 

■日時 

 

   平成 25 年９月２日（月曜日）から 

 

■場所 

 

   湖南市役所 議場  （東庁舎４階） 

 

■内容 

    

     

      ※詳細は別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ 

担当課名： 総務部 総務課 

担当者名： 総務･法規担当  

（直通）0748 -71 -2357  （FAX）0748 -72 -3390 

 

〒520-3288 

滋賀県湖南市中央一丁目１番地 

湖南市役所 秘書広報課 

TEL 0748-71-2300  FAX 0748-72-1467 

 

 

平成 25 年９月湖南市議会定例会提出案件 

 



件 名

議案第 66 号 湖南市防災の日を定める条例の制定について

議案第 67 号 湖南市景観条例の制定について

議案第 68 号 湖南市農村公園設置及び管理に関する条例の制定について

議案第 69 号 湖南市防災行政無線局条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 70 号 湖南市税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 71 号 湖南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 72 号 湖南市生活安全条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 73 号 湖南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 74 号 湖南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 75 号 湖南市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 76 号
湖南市公共下水道事業に係る受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

議案第 77 号 平成25年度湖南市一般会計補正予算（第５号）

議案第 78 号 平成25年度湖南市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案第 79 号 平成25年度湖南市国民健康保険診療所特別会計補正予算（第１号）

議案第 80 号 平成25年度湖南市公共下水道特別会計補正予算（第１号）

議案第 81 号 平成25年度湖南市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第 82 号 平成25年度湖南市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第 83 号 平成25年度湖南市訪問看護ステーション事業特別会計補正予算（第１号）

議案第 84 号 平成25年度湖南市水道事業会計補正予算（第１号）

議案第 85 号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

議案第 86 号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

議案第 87 号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

議案第 88 号 字の区域及び名称の変更について

議案第 89 号 平成24年度湖南市一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第 90 号 平成24年度湖南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 91 号 平成24年度湖南市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第 92 号 平成24年度湖南市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定について

平成25年９月湖南市議会定例会　提出案件

議 案 番 号



議案第 93 号 平成24年度湖南市公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第 94 号 平成24年度湖南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

議案第 95 号 平成24年度湖南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 96 号 平成24年度湖南市訪問看護ステーション事業特別会計決算の認定について

議案第 97 号 平成24年度湖南市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について



件 名

議案第 66 号 湖南市防災の日を定める条例の制定について

1756年(宝暦６年)10月９日に発生した大規模な土砂災害である「妙感寺流れ」を風
化することなく後世の市民に継承し、災害に対する備えを充実、強化し、安全で安心
なまちづくりを推進することを目的とした湖南市防災の日を定める条例の制定

議案第 67 号 湖南市景観条例の制定について

景観形成に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに景観法の規定
に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関する事項その他必要な事項を定める
ことにより、美しいふるさと湖南の風景を守り育てることを目的とする条例の制定

議案第 68 号 湖南市農村公園設置及び管理に関する条例の制定について

甲西南部ほ場整備事業により夏見地先に整備している農村公園の設置に伴い、地
方自治法の規定に基づき、施設の設置及び管理に関する条例を制定する

議案第 69 号 湖南市防災行政無線局条例の一部を改正する条例の制定について

湖南市地域防災計画では、災害対策本部の設置場所が東庁舎に指定されており、
代替場所への災害対策本部の設置が必要な場合に備えて、情報発信手段である防
災行政無線局の遠隔制御装置を災害時の防災拠点に設置するため湖南市防災行
政無線局条例の一部改正

議案第 70 号 湖南市税条例の一部を改正する条例の制定について

地方税法改正に伴う湖南市税条例の一部改正

議案第 71 号 湖南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

地方税法改正に伴う湖南市国民健康保険税条例の一部改正

議案第 72 号 湖南市生活安全条例の一部を改正する条例の制定について

防犯カメラを公共空間に設置することについて、湖南市生活安全条例の一部改正

議案第 73 号 湖南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

平成25年度地方税等の改正による延滞金等の利率の見直しに準ずる、湖南市介護
保険条例の一部改正

議案第 74 号 湖南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

平成25年度地方税等の改正による延滞金等の利率の見直しに準ずる、湖南市後期
高齢者医療に関する条例の一部改正

議案第 75 号 湖南市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

平成25年度地方税等の改正による延滞金等の利率の見直しに準ずる、湖南市営住
宅条例の一部改正

平成25年9月湖南市議会定例会　提出案件概要書
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議案第 76 号
湖南市公共下水道事業に係る受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

平成25年度地方税等の改正による延滞金等の利率の見直しに準ずる、湖南市公共
下水道事業に係る受益者負担に関する条例の一部改正

議案第 77 号 平成25年度湖南市一般会計補正予算（第５号）

歳入歳出それぞれ45,686千円を増額し、補正後の額を19,970,170千円とする。

議案第 78 号 平成25年度湖南市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ201,914千円を増額し、補正後の額を5,060,724千円とする。

議案第 79 号 平成25年度湖南市国民健康保険診療所特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ4,316千円を増額し、補正後の額を566,109千円とする。
歳入　外来収入 △28,739千円
       繰入金　 　31,000千円　 　繰越金　 　2,055千円
歳出　人件費  　     46千円
　　　賃金　　  　3,000千円　   賃借料　 　  370千円
　　　備品購入費    300千円     工事請負費   600千円

議案第 80 号 平成25年度湖南市公共下水道特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ18,283千円を増額し、補正後の額を2,724,245千円とする。
歳入　　一般会計繰入金　△18,000千円 繰越金34,666千円
　　　　　雑入　△4,200千円　　寄付金5,817千円
歳出　　流域建設負担金1,267千円　工事請負費10,800千円
　　　　 委託料 5,700千円　消費税4,898千円
予備費 537千円
　　　　 給料　△4,560千円　共済費　△359千円

議案第 81 号 平成25年度湖南市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ10,628千円を増額し、補正後の額を362,009千円とする。

議案第 82 号 平成25年度湖南市介護保険特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ　41,169千円を増額し、補正後の額を 2,528,917千円とする。
　　歳入　国庫支出金　1,975千円、　県支出金　988千円、
　　繰入金　13,638千円　繰越金　24,568千円
　　歳出　介護給付費等返還金　37,274千円　地域包括センター人件費　3,895千円

議案第 83 号 平成25年度湖南市訪問看護ステーション事業特別会計補正予算（第１号）

収益的収入支出それぞれ768千円減額し、補正後の額を52,285千円とする。
        収益的収入
　　　　訪問看護収益 △ 703千円　訪問看護利用料収益 △ 78千円
　　　　その他事業外収益 13千円
　　　　収益的支出
給与費       △ 640千円  経費・車両費      △ 128千円

議案第 84 号 平成25年度湖南市水道事業会計補正予算（第１号）

収益的支出の予定額を次のとおり補正する。
　　支出　　　主な内容　水道事業費用　営業費用
　　水道事業費用　営業費用
原水及び浄水費　　　 　　　　　３１１千円
配水及び給水費　　　　　　　△８５６千円
　　総係費　　　　　　　 　　　　　５４５千円



議案第 85 号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、竹内勉氏の再任による委員の選任につ
いて同意を求める。

議案第 86 号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、園　武氏の再任による委員の選任につ
いて同意を求める。

議案第 87 号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、平松久子氏の再任による委員の選任に
ついて同意を求める。

議案第 88 号 字の区域及び名称の変更について

菩提寺の一部(湖南市菩提寺332番及び343番)を北山台二丁目に変更する。
合計面積約４ｈａ、世帯数約50世帯。
平成２５年１１月５日から実施する。

議案第 89 号 平成24年度湖南市一般会計歳入歳出決算の認定について

歳入総額  17,007,045,338円
歳出総額  16,418,980,090円　差引残額　　588,065,248円

議案第 90 号 平成24年度湖南市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

歳入総額　　  4,797,882,016 円
歳出総額       4,621,383,178 円　   歳入歳出差引 176,498,838円

議案第 91 号 平成24年度湖南市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

歳入総額 　 530,727,587円
歳出総額 　 523,672,275円　　　歳入歳出差引残額   7,055,312円

議案第 92 号 平成24年度湖南市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定について

歳入総額　　  2,142,746円
歳出総額　　20,695,767円　　　　歳入歳出差引歳入不足額　18,553,021円

議案第 93 号 平成24年度湖南市公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定について

 歳入総額　　　2,545,480,023 円
 歳出総額　　　2,475,955,537 円       歳入歳出差引額   69,524,486 円

議案第 94 号 平成24年度湖南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

歳入総額　　  348,532,160 円
歳出総額      337,904,539 円　歳入歳出差引 10,627,621 円

議案第 95 号 平成24年度湖南市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

歳入総額　2,520,734,442円
歳出総額　2,495,165,956円  　歳入歳出差引額　　　25,568,486円

議案第 96 号 平成24年度湖南市訪問看護ステーション事業特別会計決算の認定について

事業収益   41,150,753円　事業費用   45,630,177円
事業外収益    570,313円　事業外費用 　          0円
経常利益 △ 3,909,111円

議案第 97 号 平成24年度湖南市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

収入総額　 　　1,194,257,113円
支出総額 　　  1,189,978,557円　　 純利益 　  　4,278,556円


