
令和３年９月度湖南市長定例記者会見 次第 

 

 

と き： 令和３年８月 19 日（木）午前 11 時～ 

ところ： 湖南市役所 東庁舎３階 大会議室 

 

 

１．市長会見事項 

（１）令和３年９月湖南市議会定例会提出案件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．資料提供 

 

（1）新型コロナウイルスワクチン接種対象者への接種券（クーポン券）の発送を完了しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．次回定例記者会見 

   日時： 令和３年 10 月５日（火）午前 11 時～ 

会場： サンライフ甲西２階大ホール 



Press Release 
令和３年(2021 年)８月 19 日 

総務部 総務課 

 

 

 

■趣旨 

 

  令和３年９月湖南市議会定例会に提出する議案について、資料提供します。 

 

 

■招集期日 

 

  令和３年８月 25 日（水曜日） 

 

 

■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・法規係 三牧・大槻 

（直通）0748 -71 -2357      

17 時 15 分以降は、0748-72-1290 

（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 0748-71-2314  FAX 0748-72-1467 

 

 

 

 

 令和３年９月湖南市議会定例会  提出案件 
 

 

 



件 名

議案第 47 号 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

議案第 48 号
湖南市行政手続等における情報通信の技術の利用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 49 号 湖南市リサイクル施設条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 50 号 湖南市みらい公園湖南条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 51 号 湖南市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 52 号
湖南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の制定
について

議案第 53 号 令和３年度湖南市一般会計補正予算（第５号）

議案第 54 号 令和３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 55 号 令和３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 56 号 令和３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 57 号 令和３年度湖南市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第 58 号 令和３年度湖南市下水道事業会計補正予算（第１号）

議案第 59 号 工事に関する協定の締結について

議案第 60 号 令和２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 61 号 令和２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 62 号 令和２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 63 号 令和２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 64 号 令和２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 65 号 令和２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 66 号 令和２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

議案第 67 号 令和２年度湖南市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

議案第 68 号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

議案第 69 号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

議案第 70 号 市道路線の認定について

議 案 番 号

令和３年９月　湖南市議会定例会　提出案件



議案第 47 号

議案第 48 号

議案第 49 号

議案第 50 号

議案第 51 号

議案第 52 号

議案第 53 号

　湖南市みらい公園湖南の施設「湖南市市民産業交流促進施設」の直売所について、開園時間を変
更するため、所要の改正を行うもの。

湖南市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について

　湖南市景観計画の重点地区に石部地域旧東海道沿道地区が指定されたことを受け、当該地区の
屋外広告物を規制するため、所要の改正を行うもの。

湖南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

　行政手続の簡素化による申請者の負担軽減を図るとともに、行政手続のデジタル化を推進し、利便
性の向上ならびに行政運営の簡素化および効率化を図るため、申請等に係る添付書面等の省略等
について、所要の改正を行う。

湖南市リサイクル施設条例の一部を改正する条例の制定について

令和３年度湖南市一般会計補正予算（第５号）

　歳入歳出それぞれ６億7,092万３千円を追加し、補正後の額を223億6,815万１千円とするもの。

【歳入予算の主な補正内容】 普通交付税 ４億1,265万６千円、
　新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 4,383万５千円、
　新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 5,489万９千円、
　社会資本整備総合交付金（石部駅周辺整備事業） 4,041万４千円、
　財政調整基金繰入金 △３億1,508万９千円、繰越金 ４億9,885万１千円
【歳出予算の主な補正内容】 新型コロナウイルスワクチン住民接種事業 9,873万４千円、
　道路維持補修事業 2,900万円、財政調整基金積立 ３億円、減債基金積立 ２億円

件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

　行政手続の簡素化およびデジタル化の推進による押印見直しに伴い、関係条例の押印に関する規
定等について、所要の改正を行うもの。

令和３年９月　湖南市議会定例会　提出案件　概要書

　湖南市資源再利用工場は、現在使用しておらず施設も老朽化しており、今後も使用する予定がない
ことから、令和３年９月30日をもって施設を廃止するため、所要の改正を行うもの。

湖南市みらい公園湖南条例の一部を改正する条例の制定について

議 案 番 号

湖南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の制定に
ついて

　下水道法第４条第１項の規定に基づく琵琶湖流域下水道（湖南中部処理区）関連湖南市公共下水
道事業計画の変更に伴い、計画処理人口および処理能力について、所要の改正を行うもの。



件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名議 案 番 号

議案第 54 号

議案第 55 号

議案第 56 号

議案第 57 号

議案第 58 号

議案第 59 号

議案第 60 号

　歳入歳出それぞれ1,473万１千円を追加し、補正後の額を10億965万５千円とするもの。

【歳入予算の主な補正内容】 保健事業費繰入金 △432万４千円、雑入 729万１千円、
　繰越金 1,176万４千円
【歳出予算の主な補正内容】 後期高齢者医療広域連合納付金 1,082万１千円、
　健康診査等事業費 89万３千円、保健事業費 207万４千円、償還金及び還付金 94万３千円

令和３年度湖南市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

令和３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3,428万４千円を追加し、補正後の額を48億3,789万４千円とするもの。

【歳入予算の主な補正内容】 基金繰入金 700万円、普通交付金返還金 1,624万円、
　繰越金 1,104万４千円
【歳出予算の主な補正内容】 保険給付費等交付金償還金 1,906万２千円、
　積立金 1,522万２千円

令和３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）

歳入総額　　　　27,977,066,821円
歳出総額　　　　27,325,669,160円
歳入歳出差引　　　651,397,661円を翌年度へ繰越

　歳入歳出それぞれ952万２千円を追加し、補正後の額を５億3,322万９千円とするもの。

【歳入予算の主な補正内容】 診療収入 295万７千円、繰越金 656万５千円
【歳出予算の主な補正内容】 医業費の備品購入費 653万３千円、積立金 366万５千円

令和３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１億3,276万９千円を追加し、補正後の額を38億7,584万２千円とするもの。

【歳入予算の主な補正内容】 介護給付費準備基金繰入金 5,296万３千円、
　繰越金 7,980万６千円
【歳出予算の主な補正内容】 基金積立金 4,040万４千円、
　介護給付費等返還金 9,195万５千円

令和３年度湖南市下水道事業会計補正予算（第１号）

　資本的収入を5,320万円追加し、補正後の額を11億2,135万8千円とし、資本的支出を5,480万円追
加し、補正後の額を17億9,859万1千円とするもの。

（資本的収入および支出）
【収入予算の主な補正内容】 企業債 5,320万円
【支出予算の主な補正内容】 管渠築造費 5,480万円

工事に関する協定の締結について

工事名　　　　　　名神高速道路と交差する高速道路跨道橋（湖南市道八重谷跨道橋線
　　　　　　　　　　（八重谷跨道橋））の撤去工事
協定金額　　　　　298,237,500円
協定の相手方　　西日本高速道路株式会社　関西支社

令和２年度湖南市一般会計歳入歳出決算の認定について



件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名議 案 番 号

議案第 61 号

議案第 62 号

議案第 63 号

議案第 64 号

議案第 65 号

議案第 66 号

議案第 67 号

令和２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　　　　　　503,181,619円
歳出総額　　　　　　496,515,889円
歳入歳出差引　　　　 6,665,730円を翌年度へ繰越

令和２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

収益的収入総額　　　　48,870,542円
収益的支出総額　　　　54,741,229円
純利益　　　　　　　　　△5,870,687円（前年度未処分利益剰余金15,920,168円より補填）

令和２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

令和２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        1,001,500,385円
歳出総額　　　　  980,906,437円
歳入歳出差引      20,593,948円を翌年度へ繰越

令和２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　 　　　　　　3,493,623,810円
歳出総額 　　　　　　　3,412,817,196円
歳入歳出差引    　　      80,806,614円を翌年度へ繰越

歳入総額　　　　5,013,332,537円
歳出総額　　　　4,982,287,866円
歳入歳出差引　　　31,044,671円を翌年度へ繰越

令和２年度湖南市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

収益的収入総額 1,654,274,989円(税抜）　資本的収入総額    975,332,050円(税込）
収益的支出総額 1,601,858,302円(税抜）  資本的支出総額 1,642,127,613円(税込）
　 純利益　      　     52,416,687円     　  　  収支不足額　   　666,795,563円
 (消費税資本的収支調整額と過年度及び当年度損益勘定留保資金で補塡)

令和２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

収益的収入総額 1,162,716,855円(税抜）　資本的収入総額 269,018,100 円(税込）
収益的支出総額 1,352,910,759円(税抜）　資本的支出総額 512,379,575 円(税込）
 　純利益  　      △190,193,904円　　　　 　　収支不足額     243,361,475 円
  (消費税資本的収支調整額と過年度損益勘定留保資金で補塡)



件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名議 案 番 号

議案第 68 号

議案第 69 号

議案第 70 号

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

　教育委員会委員の任期が令和３年11月17日に満了することに伴い、地方教育行政の組織及び運営
に関する法律第４条第２項の規定に基づき、委員の選任について議会の同意を求めるもの。

市道路線の認定について

認定路線　２路線

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

　人権擁護委員の任期が令和３年12月31日に満了することに伴い、人権擁護委員法第６条第３項の
規定に基づき、委員の推薦について議会に意見を求めるもの。


