
 

 

 令和元年第２回守山市議会定例会提出予定議案 （案） 

  

１ 付議件数 

専決案件    －件       その他の案件     ４件 

認定案件    10件       諮問案件       ２件 

予算案件    ３件       推薦案件       －件 

条例案件    10件       提出案件計      29件 

人事案件    －件       （報告案件）      ４件 

提出日 令和元年８月28日（予定） 

         

２ 議案概要 

【認定第１号】 平成30年度守山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法第233条第３項の規定に基づき、議会の認定に付するもの 

                   歳入決算総額       29,307,498千円 

                   歳出決算総額       28,025,622千円 

                   歳入歳出差引額       1,281,876千円 

                   翌年度へ繰越すべき財源    388,469千円 

                   実質収支           893,407千円 

 

【認定第２号】 平成30年度守山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法第233条第３項の規定に基づき、議会の認定に付するもの 

歳入決算総額        6,761,459千円 

歳出決算総額        6,682,642千円 

歳入歳出差引額         78,817千円 

翌年度へ繰越すべき財源      －千円 

実質収支            78,817千円 

 

【認定第３号】 平成30年度守山市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法第233条第３項の規定に基づき、議会の認定に付するもの 

歳入決算総額          18,291千円 

歳出決算総額          13,287千円 

歳入歳出差引額         5,004千円 

翌年度へ繰越すべき財源      －千円 

実質収支            5,004千円 

 

 



 

 

【認定第４号】 平成30年度守山市育英奨学事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法第233条第３項の規定に基づき、議会の認定に付するもの 

歳入決算総額          11,810千円 

歳出決算総額           7,229千円 

歳入歳出差引額         4,581千円 

翌年度へ繰越すべき財源      －千円 

実質収支            4,581千円 

 

 

【認定第５号】 平成30年度守山市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法第233条第３項の規定に基づき、議会の認定に付するもの 

＜保険事業勘定＞ 

歳入決算総額        5,116,419千円 

                    歳出決算総額        4,987,563千円 

                    歳入歳出差引額        128,856千円 

                    翌年度へ繰越すべき財源          －千円 

                    実質収支           128,856千円 

＜サービス事業勘定＞ 

                    歳入決算総額         26,894千円 

                    歳出決算総額         26,894千円 

                    歳入歳出差引額               －千円 

                    翌年度へ繰越すべき財源           －千円 

          実質収支                 －千円 

 

【認定第６号】 平成30年度守山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法第233条第３項の規定に基づき、議会の認定に付するもの 

歳入決算総額         799,798千円 

歳出決算総額         798,093千円 

歳入歳出差引額         1,705千円 

翌年度へ繰越すべき財源      －千円 

実質収支            1,705千円 

  

【認定第７号】 平成30年度守山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法第233条第３項の規定に基づき、議会の認定に付するもの 

歳入決算総額         226,927千円 

歳出決算総額         225,727千円 



 

 

歳入歳出差引額         1,200千円 

翌年度へ繰越すべき財源      －千円 

実質収支            1,200千円 

 

【認定第８号】 平成30年度守山市水道事業会計決算の認定について 

地方公営企業法第30条第４項の規定に基づき、認定に付するもの 

                    収益的収入決算額     1,606,082,989 円 

                       支出決算額     1,486,382,952 円 

                    資本的収入決算額     121,781,000 円 

                       支出決算額     489,431,959 円 

                    当年度純利益       102,355,393 円 

          当年度未処分利益剰余金   401,246,743 円 

 

【認定第９号】 平成30年度守山市下水道事業会計決算の認定について 

地方公営企業法第30条第４項の規定に基づき、認定に付するもの 

                    収益的収入決算額     2,152,019,204 円 

                       支出決算額     2,116,515,861 円 

                    資本的収入決算額      823,845,000 円 

                       支出決算額    1,594,950,395 円 

                    当年度純利益        12,488,504 円 

          当年度未処分利益剰余金   12,488,504 円 

 

【認定第10号】 平成30年度守山市病院事業会計決算の認定について 

地方公営企業法第30条第４項の規定に基づき、認定に付するもの 

                    収益的収入決算額       598,668,029円 

                          支出決算額       418,234,569円 

                    資本的収入決算額       722,524,757円 

                          支出決算額        993,181,682円 

                    当年度純利益           140,838,269円 

                    当年度未処理欠損金     2,251,325,525円 

 

【議第43号】 令和元年度守山市一般会計補正予算（第４号） 

歳入歳出補正額 384,049千円（補正後の額 29,550,143千円） 

 

【議第44号】 令和元年度守山市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

歳入歳出補正額  54,751千円（補正後の額  6,744,751千円） 



 

 

【議第45号】 令和元年度守山市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

＜保険事業勘定＞ 

歳入歳出補正額   69,183千円（補正後の額 5,330,183千円） 

 

【議第46号】 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案 

（改正概要） 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律」の施行に伴い、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利

の制限に係る措置の適正化等を図るため、必要な改正を行おうとするもの 

     (1) 「守山市表彰条例」の一部改正 

       表彰を受けられない者から「成年被後見人・被保佐人」を削る。 

(2) 「守山市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例」の一部改正 

  消防団員となれない者から「成年被後見人・被保佐人」を削る。 

（施行期日） 公布の日 

 

【議第47号】 幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関する条例案 

（改正概要） 「子ども・子育て支援法」等の一部が改正され、幼児教育・保育の無償化が実

施されることに伴い、必要な改正を行おうとするもの 

     (1) 「守山市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する条例」の一

部改正 

         ア 条例名を「守山市子どものための教育・保育給付認定等に関する条例」に改

める。 

         イ ３歳から５歳児の保育料を「０円」とする。 

 ウ 「子育てのための施設等利用給付認定」の創設に伴い、新たに施設等利用給

付認定に関する規定を追加する。 

  (ｱ) 子育てのための施設等利用給付の申請に関する規定 

  (ｲ) 子育てのための施設等利用給付の認定に関する規定 

  (ｳ) 施設等利用費の請求および支給に関する規定 

  (ｴ) 正当な理由なしに、申請に関する調査について報告等を行わない、また虚

偽の報告等を行った者に対して10万円以下の過料を科すことができる規定 

  

 

 

 エ その他、必要な字句修正 

(2) 「守山市特定教育・保育施設およ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」の一部改正 

※「子育てのための施設等利用給付認定」の対象事業  

認可外保育施設、預かり保育、一時預かり、病児保育、ファミリーサポート

センター、新制度未移行幼稚園 



 

 

 ア 幼児教育・保育の無償化に伴い、保護者が支払うべき費用に、保育園等に通

う３歳から５歳児にかかる副食費を追加し、次に掲げる場合は免除とする規定

を設ける。 

  (ｱ) 次の区分に通う３歳から５歳児の所属する世帯の市町村民税所得割合算額

がそれぞれ次に定める金額未満である場合 

区分 金額 

こども園（短時部） 77,101円 

保育園等 57,700円（要保護者等にあっては、77,101円） 

(ｲ) 次の区分に通う３歳から５歳児の所属する世帯にそれぞれ次に定める子ど

もが３人以上いる場合（ただし、最年長者および２番目の年長者である子ど

もは免除対象から除外） 

区分 子ども 

こども園（短時部） 小学校３年生までの子ども 

保育園等 小学校就学前の子ども 

イ その他、必要な字句修正 

     (3) 「守山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例」の一部改

正 

      ア 別表第１（個人番号の独自利用に係る事務一覧表）の事務の欄中の「守山市

子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する条例」を「守山市子

どものための教育・保育給付認定等に関する条例」に改める。 

         イ 別表第２（個人番号の庁内連携に係る事務一覧表）の事務の欄中の「守山市

子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する条例」を「守山市子

どものための教育・保育給付認定等に関する条例」に改める。 

         ウ 別表第３（特定個人情報の提供に係る事務一覧表）の事務の欄中の「守山市

子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する条例」を「守山市子

どものための教育・保育給付認定等に関する条例」に改める。 

（施行期日） 令和元年10月１日 

 

【議第48号】 守山市印鑑条例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 旧姓を使用して活動する女性が増加している中、様々な場面で旧姓を使用しや

すくするため、住民票に旧氏（きゅううじ）が記載できるように住民基本台帳法

施行令が改正されたことに伴い、印鑑登録原票等に住民票に記載された旧氏の記

載を可能とする改正を行おうとするもの 

（施行期日） 令和元年11月５日 

 



 

 

【議第49号】 地方公務員法第22条の２第１項第２号により採用する会計年度任用職員の給与に関す

る条例案 

（制定概要） 「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」の施行に伴い、地方公

務員法第22条の２第１項第２号により採用する「フルタイム会計年度任用職員」

の給与に関し、必要な事項を定めるもの 

(1) 給料は、正規職員の給料表のうち、主事級相当１級および２級の範囲内で規則

に定める額とする。 

(2) 給料のほか、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、夜間勤務手当、期末手当および退職手当を支給する。 

(3) 給与から控除（天引き）できるものを規定する。 

（施行期日等）  

     (1) 施行日 令和２年４月１日 

(2) 経過措置 令和２年６月に支給する期末手当の対象となる在職期間に、非常勤

特別職等として勤務した令和元年12月２日から令和２年３月31日まで

の期間を加える。 

   (3) 守山市退職手当支給条例の対象者に「フルタイム会計年度任用職員」を追加す

る。 

 

【議第50号】 地方公務員法第22条の２第１項第１号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関

する条例案 

（制定概要） 「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」の施行に伴い、地方公

務員法第22条の２第１項第１号により採用する「パートタイム会計年度任用職員」

の報酬、期末手当、費用弁償等に関し、必要な事項を定めるもの 

(1) 報酬は、「フルタイム会計年度任用職員」の給料額の範囲内で規則に定める額

とする。 

(2) 報酬のほか、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割

増報酬および期末手当ならびに費用弁償を支給する。 

(3) 報酬から控除（天引き）できるものを規定する。 

（施行期日等） 

          (1) 施行日 令和２年４月１日 

(2) 経過措置 令和２年６月に支給する期末手当の対象となる在職期間に、非常勤

特別職等として勤務した令和元年12月２日から令和２年３月31日まで

の期間を加える。 

 

 

 



 

 

【議第51号】 守山市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 「会計年度任用職員」制度の導入に伴い、業務量の増減、サービス提供体制の

充実、多様な働き方に対応するため、必要な改正を行おうとするもの 

(1) 次の業務について任期が３年以内の「任期付職員」を採用できるよう改める。 

 ア 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

 イ 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

(2) 上記業務や繁忙時の対応として、任期が３年以内の「任期付短時間勤務職員」

も採用できるよう改める。 

(3) 業務の終了の時期が当初の見込みを超え、「任期付職員」および「任期付短時間

勤務職員」の任期を延長する場合は、５年を限度とする。 

     (4) 上記改正に伴う関係規定の字句修正等 

（施行期日） 令和２年４月１日 

 

【議第52号】 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 従来から、おうみ自治体クラウド協議会の契約行為は、会長市の条例等に従う

こととしているが、本年10月より当該協議会の会長を本市が担うことに伴い、必

要な改正を行おうとするもの 

       長期継続契約は「６年を超えて締結することはできない」としているが、例外

として「他市と共同で行う業務の契約については10年以内を限度に締結できる」

とする。 

（施行期日） 公布の日 

 

【議第53号】 守山市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案 

（改正概要） 従来から、放課後児童支援員の職員になるために必要な放課後児童支援員認定

資格研修は、都道府県知事に限り実施することができたが、「放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」の施行に伴い、政令指

定都市の長についても同研修の実施が可能となったため、必要な改正を行おうと

するもの 

（施行期日） 公布の日 

 

【議第54号】 守山市営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 市営住宅堀海道団地および岡・中ノ庄団地の整備手法として、公営住宅法第２

条第６号に定める公営住宅の借上げにより実施することに伴い、借上げによる市

営住宅の設置場所は市長が別に定めるものとする。 

（施行期日） 公布の日 



 

 

【議第55号】 守山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案 

（改正概要） 守山市農地保全条例第４条に基づく立田町農用地保全計画により、既存の立田

町地区地区計画に旧農業振興地域の一部を新たにＢ地区として定めることに伴い、

当該地区計画の建築物に関する制限項目を以下のとおり規定する。なお、併せて

既存の整備計画区域（Ａ地区）の一部を拡大する。 

       既存の整備計画区域の一部を拡大(Ａ地区)   28.8ha → 29.1ha（＋0.3ha） 

       旧農業振興地域の一部を追加（Ｂ地区）    ０ha →  1.5ha（＋1.5ha） 

                                計 30.6ha（＋1.8ha） 

 現行（Ａ地区） → 

改正後（Ｂ地区） 

※Ａ地区の建築物の制限につい

ては、現行と同じ。 

建築物の 

用途制限 

一般住宅、学校、神社・寺院、

老人ホーム、保育所、公衆浴場、

診療所等の11項目の建築が可能 

→ 

一般住宅、農業者住宅、集会所、

離れ、車庫、物置、納屋に限り建

築が可能 

容積率の 

最高限度 

10分の10。ただし、その敷地が

240平方メートル未満である建築

物の増築、改築および建替えにお

いては、10分の20 

→ 
10分の10 

（ただし書規定なし） 

建ぺい率の 

最高限度 

10分の６。ただし、その敷地が

240平方メートル未満である建築

物の増築、改築および建替えにお

いては、10分の７ 

→ 
10分の６ 

（ただし書規定なし） 

敷地面積の 

最低限度 
240平方メートル → 現行と同じ 

壁面の位置

の制限 

建築物の外壁から敷地境界線

までの距離については、１メート

ル以上 

→ 現行と同じ 

高さの 

最高限度 
10メートル → 現行と同じ 

（施行期日） 令和元年11月１日 

 

 

 

 

 



 

 

【議第56号】 滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることにつ

いて 

滋賀県市町村交通災害共済組合の解散に向け、解散後の事務継承を滋賀県市長会とす

る規約改正について、組合の構成団体と協議するに当たり、地方自治法第290条の規定に

基づき議決を求めるもの 

 

【議第57号】 滋賀県市町村交通災害共済組合を解散することに関する協議につき議決を求めること

について 

滋賀県市町村交通災害共済組合を解散することについて、組合の構成団体と協議する

に当たり、地方自治法第290条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

【議第58号】 滋賀県市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関する協議につき議決を求め

ることについて 

滋賀県市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について、組合の構成団体と協

議するに当たり、地方自治法第290条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

【議第59号】 契約の締結につき議決を求めることについて 

地方自治法第96条第１項第５号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得

または処分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるもの 

１  契約の目的 守山南中学校校舎棟増改築建築工事 

２  契約の金額 880,880,000円 

３  契約の相手方  

  住  所 滋賀県栗東市六地蔵1103番地２ 

  商号および代表者氏名 

       たち建設株式会社 

       代表取締役 猪 飼 英 男 

 

【諮問第４号】 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

委員の欠員補充に伴う候補者の推薦について、人権擁護委員法第６条第３項の規

定に基づき意見を求めるもの 

山
やま

 根
ね

 祐
ゆ う

太 郎
た ろ う

 （播磨田町在住）新任 

任期 令和２年１月１日から（３年間） 

 

 

 

 



 

 

【諮問第５号】 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

委員の欠員補充に伴う候補者の推薦について、人権擁護委員法第６条第３項の規

定に基づき意見を求めるもの 

杉
すぎ

 田
た

 英
ひで

 子
こ

 （新庄町在住）再任 

任期 令和２年１月１日から（３年間） 

 

【報告第12号】 平成30年度健全化判断比率および資金不足比率について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項および第22条第１項の規

定に基づき、報告するもの 

実質赤字比率    ―（比率なし） 

連結実質赤字比率  ―（比率なし） 

実質公債費比率   3.9％ 

将来負担比率    ―（比率なし） 

資金不足比率    ―（比率なし） 

 

【報告第13号】 平成30年度一般財団法人守山野洲市民交流プラザの決算の報告について 

地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、報告するもの 

 

【報告第14号】 平成30年度公益財団法人守山市文化体育振興事業団の決算の報告について 

地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、報告するもの 

 

【報告第15号】  和解および損害賠償額の決定について 

平成31年３月に市役所敷地内で発生した物損事故に関する和解を委任専決処分に

より決定したことについて、地方自治法第180条第２項の規定により報告するもの 

 


