
 

平成３１年第１回瑞穂市議会定例会提出議案 

平成３１年２月２０日 

【行政報告】 

平成３０年第２回西濃環境整備組合議会定例会について 

 

平成３１年第１回岐阜県後期高齢者医療広域連合議会定例会について 

 

【議案】 

  １．人事案件        ２件 

  ２．組合の解散関係     ４件 

  ３．契約の変更       ２件 

  ４．訴えの提起       １件 

  ５．条例の制定       ２件 

  ６．条例の改正      １０件 

  ７．補正予算        ７件 

  ８．当初予算        ７件 

  ９．道路の認定       ２件 

 １０．道路の廃止       １件 

            合計 ３８件 

 

議案第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員１名の任期が平成３１年６月３０日に満了となることから、引き続き人権擁護委員

の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるもの。 
 

議案第２号 瑞穂市教育長の任命について 

 教育長の任期が平成３１年３月３１日に満了となることから、引き続き教育長として任命したい

ので、議会の同意を求めるもの。 
 

議案第３号 瑞穂市・神戸町水道組合の解散について 

 瑞穂市・神戸町水道組合の簡易水道事業を瑞穂市水道事業に統合することに伴い、同組合を解散

するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により神戸町と協議すること

について、同法第２９０条の規定により議会の議決を求めるもの。 
 

議案第４号 瑞穂市・神戸町水道組合の解散に伴う財産処分について 

 瑞穂市・神戸町水道組合の解散に伴う財産処分に関し、神戸町と協議することについて、地方自

治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるもの。 
 

議案第５号 瑞穂市・神戸町水道組合の解散に伴う事務の承継について 

 瑞穂市・神戸町水道組合の解散に伴う事務の承継に関し、神戸町と協議することについて、議会

の議決を求めるもの。 
 

 

 



 
議案第６号 公の施設の区域外設置及び利用について 

 瑞穂市・神戸町水道組合の簡易水道事業を瑞穂市水道事業に統合することに伴い、瑞穂市・神戸

町水道組合の簡易水道事業の給水区域であった神戸町大字柳瀬の一部及び同町大字斉田の一部に

水道施設（既存の施設を含む。）を設置すること、及び同区域の住民に給水することに関し、神戸

町と協議することについて、地方自治法第２４４条の３第３項の規定により議会の議決を求めるも

の。 
 

議案第７号 平成２９年度犀川遊水地牛牧排水機場改築工事委託契約の変更（第２回）につ

いて 

 施工方法の見直しに伴い委託金額を増額する必要が生じたため、議会の議決を求めるもの。 
 

議案第８号 平成２９年度犀川遊水地牛牧排水機場機械設備改築工事委託契約の変更につ

いて 

 施工方法の見直しに伴い委託金額を減額する必要が生じたため、議会の議決を求めるもの。 
 

議案第９号 訴えの提起について 

 差押債権の取立てに係る訴えを提起するため、議会の議決を求めるもの。 
 

議案第１０号 瑞穂市史編さん委員会設置条例の制定について 

 瑞穂市史編さんを担う編さん委員会を設置するため、市条例を制定するもの。 
 

議案第１１号 瑞穂市犯罪被害者等支援条例の制定について 

 犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に基づき、犯罪被害者等の支援に関して必要

な事項を定めるため、市条例を制定するもの。 
 

議案第１２号 瑞穂市行政組織条例の一部を改正する条例について 

 瑞穂市・神戸町水道組合簡易水道事業を瑞穂市水道事業に統合することに伴い、環境水道部の分

掌事務を見直すため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１３号 瑞穂市職員定数条例及び瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について 

 瑞穂市消防職員が平成３１年４月１日から岐阜市消防職員に身分統一されること等に伴い、市関

係条例の改正を行うもの。 
 

議案第１４号 瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 公務員人事管理に関する報告（平成３０年８月１０日人事院報告）の超過勤務命令の上限設定等

に関し、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１５号 瑞穂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（平成３０

年法律第４４号）の施行等に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 



 
議案第１６号 瑞穂市放課後児童健全育成事業の設備及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について 

 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令（平成

３０年厚生労働省令第１５号）の公布に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１７号 瑞穂市営土地改良事業賦課金徴収条例の一部を改正する条例について 

 土地改良法の一部を改正する法律（平成３０年法律第４３号）の公布等に伴い、市条例の改正を

行うもの。 
 

議案第１８号 瑞穂市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について 

 都市計画審議会の委員の構成を変更するため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１９号 瑞穂市下水道条例等の一部を改正する条例について 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す

る等の法律等の一部を改正する法律（平成２８年法律第８５号）等の施行等に伴い、市関係条例の

改正を行うもの。 
 

議案第２０号 瑞穂市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

 瑞穂市・神戸町水道組合簡易水道事業を瑞穂市水道事業に統合することに伴い、給水区域等を変

更するため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第２１号 瑞穂市給水条例の一部を改正する条例について 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す

る等の法律等の一部を改正する法律（平成２８年法律第８５号）等及び学校教育法の一部を改正す

る法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令（平成３０年厚生労働省令第１５

号）等の公布等に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
議案第２２号 平成３０年度瑞穂市一般会計補正予算（第４号） 

 歳入歳出それぞれ６０８，９３９千円を減額し、歳入歳出予算総額を１８，２０３，８９９千円

とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税            12,037  ＜歳出＞ 議会費     △2,380 

     利子割交付金        1,000       総務費    △206,988 

     交通安全対策特別交付金  △1,000       民生費    △100,702 

     分担金及び負担金      2,074       衛生費     △55,913 

     使用料及び手数料     △5,938       農林水産業費  △23,722 

     国庫支出金        △53,786       商工費      2,103 

     県支出金         △17,146       土木費    △120,932 

     財産収入          20,037       消防費     △20,194 

     寄附金          △99,800       教育費     △77,811 

     繰入金         △422,545       公債費     △2,400 

     諸収入          △13,772       合計     △608,939 

     市債           △30,100 

     合計          △608,939 

 

議案第２３号 平成３０年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳入歳出それぞれ１８０，２６６千円を減額し、歳入歳出予算総額を５，１３４，９７７千円と

するもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税   17,833  ＜歳出＞ 総務費           △6,005 

     県支出金    △214,215       保険給付費        △200,418 

     財産収入       △9       国民健康保険事業費納付金     0 

     繰入金       8,343       保健事業費         △14,306 

     諸収入       7,782       基金積立金          42,589 

     合計      △180,266       諸支出金          △2,126 

                         合計           △180,266 

 

議案第２４号 平成３０年度瑞穂市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳入歳出それぞれ７，１２１千円を減額し、歳入歳出予算総額を５１７，８６６千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療広域連合支出金 △1,567  ＜歳出＞ 総務費   △1,183 

     繰入金            △5,347       保健事業費 △5,348 

     諸収入             △207       諸支出金   △590 

     合計             △7,121       合計    △7,121 

 

議案第２５号 平成３０年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳入歳出それぞれ１，０２８千円を減額し、歳入歳出予算総額を３０９，７５１千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金 △1,028  ＜歳出＞ 給食事業費 △1,028 

     合計       △1,028       合計    △1,028 

 



 
議案第２６号 平成３０年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入歳出それぞれ１８５，３８８千円を減額し、歳入歳出予算総額を１８９，００８千円とする

もの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金    110  ＜歳出＞ 総務費   △10,248 

     使用料及び手数料    550       下水道費 △175,140 

     国庫支出金     △80,000       合計   △185,388 

     繰入金       △27,048 

     市債        △79,000 

     合計       △185,388 

 

議案第２７号 平成３０年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入歳出それぞれ１，５８０千円を減額し、歳入歳出予算総額を２４，８４３千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  △100  ＜歳出＞ 農林水産業費 △1,580 

     繰入金      △1,480       合計     △1,580 

     合計       △1,580 

 

議案第２８号 平成３０年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第１号） 

 収益的収入の予定額を５８３千円減額し、総額を５４４，１５５千円とするもの。 

 収益的支出の予定額を３，４８３千円減額し、総額を４８９，９３３千円とするもの。 

 資本的収入の予定額を４，１９７千円追加し、総額を７７，９１９千円とするもの。 

 資本的支出の予定額を１４１，１１９千円減額し、総額を４０９，０１７千円とするもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
議案第２９号 平成３１年度瑞穂市一般会計予算 

 歳入歳出予算総額 １７，６５０，０００千円 （前年度比較 50,000 千円、0.3%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税         6,974,418  ＜歳出＞ 議会費      167,318 

     地方譲与税       182,000       総務費     2,982,773 

     利子割交付金      13,000       民生費     6,851,416 

     配当割交付金      26,000       衛生費     1,527,400 

     株式等譲渡所得割              労働費       5,084 

     交付金         13,000       農林水産業費   157,110 

     地方消費税交付金    950,000       商工費      107,359 

     自動車取得税交付金   25,000       土木費     1,689,070 

     環境性能割交付金    25,000       消防費      984,623 

     地方特例交付金     230,283       教育費     2,198,989 

     地方交付税      1,940,000       公債費      948,858 

     交通安全対策特別              予備費      30,000 

     交付金          7,200       合計     17,650,000 

     分担金及び負担金    20,965 

     使用料及び手数料    485,701 

     国庫支出金      2,085,595 

     県支出金       1,139,195 

     財産収入         7,717 

     寄附金         600,102 

     繰入金        1,017,751 

     繰越金         250,000 

     諸収入         285,373 

     市債         1,371,700 

     合計        17,650,000 

 

議案第３０号 平成３１年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計予算 

 歳入歳出予算総額 ４，６０２，９７９千円 （前年度比較 △317,536 千円、△6.5%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税   949,663  ＜歳出＞ 総務費            87,444 

     一部負担金        4       保険給付費        3,075,326 

     使用料及び手数料   1,002       国民健康保険事業費納付金 1,347,635 

     県支出金     3,124,980       共同事業拠出金          7 

     財産収入         64       保健事業費          68,091 

     繰入金       422,057       基金積立金            65 

     繰越金       100,000       諸支出金           4,411 

     諸収入        5,209       予備費            20,000 

     合計       4,602,979       合計           4,602,979 

 

 

 

 



 
議案第３１号 平成３１年度瑞穂市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 歳入歳出予算総額 ５２４，０４０千円 （前年度比較 5,296 千円、1.0%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料  388,726  ＜歳出＞ 総務費          7,432 

     使用料及び手数料      121       後期高齢者医療広域連合 

     後期高齢者医療広域連合            納付金         482,718 

     支出金          26,125       保健事業費        32,689 

     繰入金         108,313       諸支出金         1,201 

     繰越金            1       合計          524,040 

     諸収入           754 

     合計          524,040 

 

議案第３２号 平成３１年度瑞穂市学校給食事業特別会計予算 

 歳入歳出予算総額 ３０６，７０１千円 （前年度比較 148 千円、0.0%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金 306,699  ＜歳出＞ 給食事業費 306,701 

     繰越金         1       合計    306,701 

     諸収入         1 

     合計       306,701 

 

議案第３３号 平成３１年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計予算 

 歳入歳出予算総額 ２６，１２５千円 （前年度比較 △298 千円、△1.1%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  6,571  ＜歳出＞ 農林水産業費 14,213 

     繰入金      18,553       公債費    10,912 

     繰越金       1,000       予備費     1,000 

     諸収入         1       合計     26,125 

     合計       26,125 

 

議案第３４号 平成３１年度瑞穂市水道事業会計予算 

 給水戸数         １８，３００戸 

 給水量       ４，８５０，０００㎥ 

 １日平均給水量      １３，２５１㎥ 

 収益的収入の予定額   ５６２，２７７千円 （前年度比較  17,539 千円、  3.2%） 

 収益的支出の予定額   ４９８，８２７千円 （前年度比較   5,411 千円、  1.1%） 

 資本的収入の予定額    ８３，６７８千円 （前年度比較   9,956 千円、 13.5%） 

 資本的支出の予定額   ４８９，００６千円 （前年度比較 △61,130 千円、△11.1%） 

 

 

 

 

 

 

 



 
議案第３５号 平成３１年度瑞穂市下水道事業会計予算 

 接続戸数          ９９０戸 

 年間総排水量    ３０２，０００㎥ 

 一日平均排水量       ８２５㎥ 

 収益的収入の予定額 １９４，０１９千円 （前年度比較 194,019 千円、皆増） 

 収益的支出の予定額 １９４，０１９千円 （前年度比較 194,019 千円、皆増） 

 資本的収入の予定額  ９６，８７２千円 （前年度比較  96,872 千円、皆増） 

 資本的支出の予定額 １４９，９１４千円 （前年度比較 149,914 千円、皆増） 

 

議案第３６号 市道路線の認定について（その１） 

 瑞穂市市道の認定に関する基準（平成２６年瑞穂市告示第２１１号）第３条第２号（都市計画法

に規定する開発事業による管理引継ぎ）の規定により、市道路線を認定するもの。 

 

議案第３７号 市道路線の認定について（その２） 

 瑞穂市市道の認定に関する基準（平成２６年瑞穂市告示第２１１号）第３条第３号（都市計画法

以外の開発事業による管理引継ぎ）の規定により、市道路線を認定するもの。 

 

議案第３８号 市道路線の廃止について 

 既存市道路線の延長に係る終点変更に伴い、市道路線を廃止するもの。 

 


