
平成２２年第１回瑞穂市議会定例会 提出議案 

 

 

議案第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

人権擁護委員のうち、平成２２年６月３０日に任期満了となる武藤守氏を、委員の候補者に

推薦（再任）したく、議会の意見を求めるもの。 

・ 住所 瑞穂市十七条２６６番地２ 

・ 氏名 武藤 守 （昭和１２年９月１６日生 ７２歳） 

 
議案第４号 瑞穂市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例の制定について 

 地方自治法第２５２条の２７第３項（外部監査契約）の規定に基づき、個別外部監査契約に

基づく監査を実施できるための条例を制定するもの。 

 

議案第５号 瑞穂市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

 附属機関を定める条例別表に、審議の終了により「農産物販売所審議会」を削除し、農地法

の改正により「小作料協議会」を削除するもの。 

 

議案第６号 瑞穂市職員定数条例の一部を改正する条例について 

 教育委員会関係部局の定数配分を改めるため、条例改正をするもの。 

・ 教育委員会事務部局定数 ２２⇒２３名 

・ 教育委員会の学校その他教育機関定数 ４５⇒４４名  

 ＊全市職員定数４２９名は変更なし。 

 

議案第７号 瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について 

 非常勤の特別職職員の報酬を定める条例別表に、新たに「退職手当審査会委員」を加え、防

災会議委員から特別職報酬等審議会委員の日額報酬「７千円」を「６千円」に減額改正するも

の。 

 

議案第８号 瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例について 

 平成２１年８月の人事院勧告を基に、市議会議員の期末手当支給率を改正するもの。 

    ６月支給：２．１５ヶ月 ⇒１．９５ヶ月 

   １２月支給：２．３５ヶ月 ⇒２．２０ヶ月         

    計   ：４．５０ヶ月 ⇒４．１５ヶ月（△０．３５ヶ月） 

 

 



議案第９号 瑞穂市常勤の特別職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 

 平成２１年８月の人事院勧告を基に、常勤特別職職員（市長、副市長）の期末手当支給率の

改正及び給料月額を当分の間、減額するもの。 

    ・期末手当年間支給率：４．５０ヶ月 ⇒４．１５ヶ月（△０．３５ヶ月） 

    ・給料月額：市長  840,000 ⇒781,200 円（△58,800 円／月） 

          副市長 720,000 ⇒669,600 円（△50,400 円／月） 

 

議案第１０号 瑞穂市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 平成２１年８月の人事院勧告を基に、教育長の給料月額を当分の間、減額するもの。 

     ・給料月額    640,000 ⇒595,200 円（△44,800 円／月） 

     ＊期末勤勉手当は、一般職の職員に同じ。 

 

議案第１１号 瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 平成２１年８月の人事院勧告を基に、給料表の減額改正及び住居手当、時間外勤務手当、期

末勤勉手当の改正をするもの。 

 ＊期末勤勉手当：年間支給率４．５０ヶ月 ⇒４．１５ヶ月（△０．３５ヶ月） 

 ＊時間外勤務手当：労働基準法の改正に伴い、月６０時間を超える時間外勤務手当支給率の

引き上げ  

 ＊一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

議案第１２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 

 時間外勤務手当の支給に代えて、代休取得できる制度を導入するため条例を改正するもの。 

 

議案第１３号 瑞穂市基金条例の一部を改正する条例について 

 福祉作業所の整備事業に「身体障害者福祉基金」の財源を充当するため、身体障害者福祉基

金を廃止する条例の改正をするもの。 

 

議案第１４号 瑞穂市税条例の一部を改正する条例について 

 個人の住民税及び固定資産税にかかる「全期前納報奨金」を段階的に廃止するため、条例を

改正するもの。 

 ・附則：平成２３年４月１及び平成２４年４月１日施行 

 

 

 



議案第１５号 瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 国民健康保険制度の健全財政の維持のため、課税税率及び減免規定の拡充を図るための条例

の改正をするもの。 

・ 所得割額：4.45／100 ⇒６／100 

・ 資産割額：25／100⇒30／100 

・ 均等割額：⇒被保険者１人 26,000⇒27,500 円 

・ 平等割額：特定世帯以外 21,000⇒22,500 円 

 

議案第１６号 瑞穂市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例について 

 南小校区放課後児童クラブ施設の新設に伴い、条例の改正をするもの。 

  ＊施行日：平成２２年３月２９日 

 

 

議案第１７号 瑞穂市長寿者褒賞条例の一部を改正する条例について 

 高齢化を見据え、長寿者褒賞金を見直し、福祉の一層の充実を図るため条例の改正をするも

の。 

＊ 施行日：平成２２年４月１日及び平成２３年４月１日 

 

 

議案第１８号 平成２１年度瑞穂市一般会計補正予算（第９号） 

 既定の予算総額から歳入歳出それぞれ 588,211 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ 16,167,177 千円とするもの。 

＜内訳＞ 

【歳入】               【歳出】 

市税        99,850      議会費        △1,970 

    利子割交付金    △5,000       総務費       260,362 

配当割交付金    △2,000      民生費      △163,631 

    分担金及び負担金   3,099      衛生費     △137,453 

使用料及び手数料   △88      労働費            △599 

    国庫支出金     230,640        農林水産業費     △9,920 

    県支出金      △65,691       商工費           △2,803 

    財産収入       5,691       土木費         △305,308 

    寄附金          255       消防費          △28,077   

    繰入金        △199,403       教育費      △198,812     

    諸収入         53,436       計        △588,211 千円 

    市債         △709,000    

      計        △588,211 千円           

 



議案第１９号 平成２１年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 既定の予算総額から歳入歳出それぞれ 44,201 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ 4,275,148 千円とするもの。 

  【歳入】              【歳出】 

    国民健康保険税   6,450            総務費                0 

    国庫支出金     56,112      保険給付費           3,720 

    療養給付費交付金 11,358      後期高齢者支援金等           0 

    県支出金      △3,108      前期高齢者納付金等       △192 

    共同事業交付金   △5,998      老人保健拠出金          △44,294 

    財産収入       217      介護納付金               △652 

    繰入金      △109,232      共同事業拠出金                 0 

      計        △44,201 千円     保健事業費             △3,000 

                       基金積立金              217   

                                                 計               △44,201 千円 

 

議案第２０号 平成２１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） 

 既定の予算総額から歳入歳出それぞれ 790 千円を減額し、歳入歳出の総額を、歳入歳出それ

ぞれ 326,097 千円とするもの。 

 【歳入】                      【歳出】 

   後期高齢者医療保険料           5,858        総務費       △540 

   後期高齢者医療広域連合支出金 △1,931         諸支出金     △250     

繰入金               △4,467        計      △790 千円 

   諸収入                 △250     

    計             △790 千円 

 

議案第２１号 平成２１年度瑞穂市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 

 既定の予算総額から歳入歳出それぞれ 2,828 千円を減額し、歳入歳出の総額を、歳入歳出そ

れぞれ 19,021 千円とするもの。 

【歳入】               【歳出】 

    支払基金交付金   △2,365        総務費     △21 

国庫支出金    △1,617        医療諸費   △2,807      

    県支出金        △405        計       △2,828 千円 

    繰入金          397 

    諸収入         1,162   

      計        △2,828 千円 

 

 

 



議案第２２号 平成２１年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第３号） 

 既定の予算総額から歳入歳出それぞれ 15,525 千円を減額し、歳入歳出の総額を、歳入歳出そ

れぞれ 266,880 千円とするもの。 

   【歳入】              【歳出】 

     分担金及び負担金 △15,525      給食事業費   △15,525       

        計     △15,525 千円       計      △15,525 千円 

                         

 

議案第２３号 平成２１年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 既定の予算総額から歳入歳出それぞれ 14,711 千円を減額し、歳入歳出の総額を、歳入歳出そ

れぞれ 185,338 千円とするもの。 

  【歳入】              【歳出】 

    使用料及び手数料  1,609      総務費      △6,290 

財産収入       25      下水道費     △8,421        

    繰入金     △16,345         計      △14,711 千円   

     計      △14,711 千円      

 

 

議案第２４号 平成２１年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 既定の予算総額から歳入歳出それぞれ 4,145 千円を減額し、歳入歳出の総額を、歳入歳出それ

ぞれ 23,974 千円とするもの。 

   【歳入】             【歳出】 

      使用料及び手数料   △221       農林水産業費   △4,145    

      繰入金       △3,924        計        △4,145 千円 

       計          △4,145 千円 

 

議案第２５号 平成２１年度瑞穂市下水道（コミュニティ・プラント）事業特別会計補正

予算（第３号） 

 既定の予算総額から歳入歳出それぞれ 21,889 千円を減額し、歳入歳出の総額を、歳入歳出そ

れぞれ 229,837 千円とするもの。 

    【歳入】             【歳出】 

       分担金及び負担金  △692          総務費    △15,305 

使用料及び手数料   △223      下水道費     △6,584   

      繰入金      △20,974       計    △21,889 千円 

計      △21,889 千円      

 

 

 



議案第２６号 平成２１年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第３号） 

 ＜収益的事業＞ 

   【収入】水道事業収益        【支出】水道事業費 

     補正額     △6,498       補正額         △23,430     

     補正後の総額  456,867 千円     補正後の総額       407,063 千円 

 ＜資本的事業＞ 

    【収入】資本的収入         【支出】資本的支出 

     補正額       △11,691        補正額     △89,569   

     補正後の総額     71,957 千円     補正後の総額   296,572 千円 

 

議案第２７号 平成２２年度瑞穂市一般会計予算 

 歳入歳出予算総額 15,039,000 千円(対前年比 1,321,000 千円減・8.1％の減) 

【歳入】                  【歳出】 

  市税         5,944,091              議会費       138,904 

  地方譲与税       190,000         総務費    1,573,390 

  利子割交付金      21,000        民生費    5,349,186 

  配当割交付金       6,000        衛生費    1,385,317 

  株式等譲渡所得割交付金  2,000        労働費        16,901 

  地方消費税交付金     380,000        農林水産業費   105,697 

  自動車取得税交付金   51,000        商工費       59,207 

  地方特例交付金         84,000        土木費    1,517,304 

  地方交付税         1,800,000        消防費    1,253,731 

  交通安全対策特別交付金   9,880        教育費    2,176,706 

  分担金及び負担金     258,026        公債費     1,442,657 

  使用料及び手数料     241,842        予備費       20,000    

  国庫支出金         1,774,925          合計  15,039,000 千円 

  県支出金             881,605 

  財産収入              18,948 

  寄附金                1,163 

  繰入金            1,119,510 

  繰越金              250,000 

  諸収入              445,010 

  市債              1,560,000    

    合計           15,039,000 千円 

 

 

 

 



議案第２８号 平成２２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 4,302,475 千円(対前年比 155,611 千円増・3.8％増) 

【歳入】                  【歳出】 

  国民健康保険税   1,251,323              総務費          64,999 

  一部負担金         4        保険給付費     2,888,730 

  使用料及び手数料    1,000       後期高齢者支援金等  514,267 

  国庫支出金      984,767       前期高齢者納付金等      944 

  療養給付費交付金   136,016       老人保健拠出金       9,600 

  前期高齢者交付金   821,609       介護納付金       203,081 

  県支出金       199,900       共同事業拠出金     503,528 

  共同事業交付金    471,780       保健事業費        49,060 

  財産収入         360       基金積立金           359 

  繰入金        411,961       諸支出金          2,910 

  繰越金         16,246       予備費          64,997   

   諸収入           7,509            合計      4,302,475 千円 

      合計      4,302,475 千円 

  

議案第２９号 平成２２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 330,254 千円（対前年比 24,685 千円増・8.1％増） 

【歳入】                【歳出】 

  後期高齢者医療保険料     256,992    総務費              5,107 

  使用料及び手数料          32  後期高齢者医療広域連合納付金 315,306 

  後期高齢者医療広域連合支出金 7,469  保健事業費                     9,320 

  繰入金            65,237  諸支出金                       521    

  繰越金              1    合計            330,254 千円 

諸収入              523    

      合計         330,254 千円 

 

議案第３０号 平成２２年度瑞穂市老人保健事業特別会計予算 

 歳入歳出予算総額 1,652 千円（対前年比 3,749 千円減・69.4％減） 

【歳入】               【歳出】 

  支払基金交付金  259        総務費       47 

  国庫支出金      1       医療諸費    1,603 

  県支出金        1              諸支出金     2     

  繰入金      1,388        合計     1,652 千円 

  繰越金         1 

  諸収入        2    

   合計      1,652 千円 



議案第３１号 平成２２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 281,564 千円（対前年比 1,394 千円減・0.5％減） 

【歳入】               【歳出】 

  分担金及び負担金   281,556          給食事業費     281,564       

  繰越金             1        合計     281,564 千円 

  諸収入            7   

    合計        281,564 千円 

 

議案第３２号 平成２２年度瑞穂市下水道事業特別会計予算 

 歳入歳出予算総額 187,159 千円（対前年比 15,028 千円減・7.4％減） 

【歳入】                【歳出】 

  分担金及び負担金   2,400            総務費     48,296 

  使用料及び手数料  50,613        下水道費    13,688 

  財産収入          92       公債費    122,175 

  繰入金        131,049       予備費      3,000   

  繰越金        3,000        合計     187,159 千円 

  諸収入             5     

    合計      187,159 千円 

 

議案第３３号 平成２２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 27,528 千円（対前年比 591 千円減・2.1％減） 

【歳入】               【歳出】 

  使用料及び手数料  7,305            農林水産業費    15,616 

  繰入金       19,221      公債費        10,912 

  繰越金        1,000      予備費        1,000       

  諸収入          2         合計      27,528 千円 

    合計      27,528 千円 

 

議案第３４号 平成２２年度瑞穂市水道事業会計予算 

・収益的事業費 

   【収入】461,220 千円 

【支出】430,808 千円（対前年比 1,615 千円減・０．4％減） 

 ・資本的事業費 

   【収入】62,077 千円 

【支出】437,026 千円（対前年比 50,885 千円増・13.2％増） 

 

 

 



議案第３５号 市道路線の認定及び廃止について 

 市道路整備計画に基づく市道路線の認定及び廃止のためのもの。 

・市道路線の認定：２路線 

    ・市道路線の廃止：１路線 

 


