
平成２３年第１回瑞穂市議会定例会 提出議案 

 

【行政報告】 

・後期高齢者医療広域連合議会定例会について 

 

・報告第１号 瑞穂市国民保護計画の変更について 

国の「国民の保護に関する基本方針」及び県の「岐阜県国民保護計画」の変更、市及

び関係機関の名称変更並びに市の現在の取り組み状況に基づき、瑞穂市国民保護計画を

変更したので、議会に報告するもの。 

 

【議案】     
  ・人事案件 推薦     １件 
  ・財産の譲渡       １件 
  ・契約の締結       １件 

・条例の制定       １件 
・条例の廃止       １件 
・条例改正        ６件 
・補正予算        ８件 
・当初予算        ７件 

   ・道路の認定及び廃止   １件 

    

議案第５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、１名の者が平成２３年６月３０日に任期満了になるとともに、

新たに 1 名の委員が増員となるため、委員の候補者を推薦したく、議会の意見を求める

もの。 

 

議案第６号 財産の無償譲渡について 

市所有の福祉作業所豊住園の建物を、社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会へ無償譲渡

したく、議会の議決を求めるもの。 

 

議案第７号 包括外部監査契約の締結について 

 平成２３年度の包括外部監査契約を締結する必要があるため、議会の議決を求めるも

の。 

 

議案第８号 瑞穂市企業立地促進条例の制定について 

企業の立地を促進するために必要な奨励措置を講じ、産業の振興及び市勢の進展に寄

与することを目的とし、市条例の制定を行うもの。 

・施行日 平成２３年４月１日から施行し、同日以後に操業開始した者から適用する。

 

 

 

 

 



議案第９号 瑞穂市福祉作業所条例を廃止する条例について 

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会が、平成２３年４月から障害者自立支援法に基づ

く事業所を設置し、運営することとなったため、福祉作業所の用途を廃止すべく市条例

を廃止するもの。 

・施行日 平成２３年４月１日から施行する。  

 

議案第１０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２３年度市職員の期末手当及び勤勉手当の支給率を変更するため、市条例の改正

を行うもの。 

・施行日 平成２３年４月１日から施行する。 

 

議案第１１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 

中小校区放課後児童クラブ施設の設置につき、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２３年４月１日から施行する。 

 

議案第１２号 瑞穂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

平成２１年１０月から平成２３年３月までの間、暫定的に引き上げた出産育児一時金

の支給額を、平成２３年４月から恒久化するため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２３年４月１日から施行する。 

 

議案第１３号 瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

について 

粗大ごみの処理手数料を徴収するため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２３年８月１日から施行する。 

 

議案第１４号 瑞穂市下水道条例の一部を改正する条例について 

排水設備指定工事店の規定について迅速な運用を図るため、市条例の改正を行うもの。

・施行日 平成２３年７月１日から施行する。 

議案第１５号 平成２２年度瑞穂市一般会計補正予算（第７号） 

歳入歳出それぞれ 214,639 千円を減額し、歳入歳出予算総額を 16,228,865 千円とする

もの。 

＜歳入＞ 市税       86,750    ＜歳出＞ 議会費      △826 

分担金及び負担金 3,478         総務費     16,523 

使用料及び手数料  516         民生費    △313,625 

国庫支出金  △174,253         衛生費    △58,515 

県支出金     21,670         労働費     △2,706 

財産収入     43,238         農林水産業費  △2,276 

寄附金       365         商工費      △679 

繰入金    △104,022         土木費    △106,368 

諸収入       7,619         消防費       700 

市債     △100,000         教育費    △137,967 

合計     △214,639 千円       公債費     391,100 

合計     △214,639 千円

 



議案第１６号 平成２２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 114,703 千円を減額し、歳入歳出予算総額を 4,482,068 千円とする

もの。 

＜歳入＞ 国民健康保険税   35,600        ＜歳出＞ 総務費        1,798  

     国庫支出金   △50,643           保険給付費  △32,816 

県支出金     △1,192                  共同事業拠出金△83,000 

     共同事業交付金△100,308                 保健事業費   △1,050 

          繰入金      3,801                  基金積立金     65 

諸収入     △1,961         諸支出金      300 

合計     △114,703 千円              合計         △114,703 千円

 

議案第１７号 平成２２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 4,303 千円を減額し、歳入歳出予算総額を 343,683 千円とするもの。

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料      ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域連合 

△3,503         納付金     △3,503 

後期高齢者医療広域            保健事業費       △800 

連合支出金    △800         合計      △4,303 千円 

合計        △4,303 千円  

 

議案第１８号 平成２２年度瑞穂市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 

歳入歳出それぞれ 1,015 千円を減額し、歳入歳出予算総額を 637 千円とするもの。 

＜歳入＞ 支払基金交付金  △249    ＜歳出＞ 総務費      △45 

国庫支出金     382         医療諸費    △1,470 

県支出金       95         諸支出金      500 

繰入金     △1,243         合計      △1,015 千円 

合計      △1,015 千円 

 

議案第１９号 平成２２年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第２号） 

歳入歳出それぞれ10,280千円を減額し、歳入歳出予算総額を272,660千円とするもの。

＜歳入＞  分担金及び負担金△10,345    ＜歳出＞ 給食事業費  △10,280 

諸収入        65         合計     △10,280 千円

合計      △10,280 千円 

 

議案第２０号 平成２２年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

歳入歳出それぞれ13,038千円を減額し、歳入歳出予算総額を174,571千円とするもの。

＜歳入＞  分担金及び負担金 △1,050    ＜歳出＞ 総務費    △5,169 

使用料及び手数料  1,240         下水道費   △7,869 

財産収入       △6         合計     △13,038 千円 

繰入金     △13,945 

諸収入        723 

合計      △13,038 千円 

 

 



議案第２１号 平成２２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 4,558 千円を減額し、歳入歳出予算総額を 22,970 千円とするもの。

＜歳入＞  分担金及び負担金   150    ＜歳出＞農林水産業費  △4,558 

使用料及び手数料   303        合計      △4,558 千円 

繰入金      △5,011 

合計       △4,558 千円 

 

議案第２２号 平成２２年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第４号） 

・給水戸数を 200 戸増加し、14,800 戸とする。 

・給水量を 2,515 ㎥減量し、4,470,275 ㎥とする。 

・一日平均給水量を７㎥減量し、12,247 ㎥とする。 

・収益的事業 

収益的収入を 334 千円増額し、461,554 千円とし、収益的支出を 31,530 千円減額し

397,143 千円とする。 

・資本的事業 

資本的収入を 827 千円減額し、61,250 千円とし、資本的支出を 56,798 千円減額し 

387,189 千円とする。 

 

議案第２３号 平成２３年度瑞穂市一般会計予算 

歳入歳出予算総額 14,831,000 千円（前年度比 △208,000 千円 △1.4％） 

＜歳入＞ 市税      6,292,546       ＜歳出＞ 議会費     179,911 

     地方譲与税   185,000        総務費    1,630,389 

利子割交付金   10,000        民生費    5,479,356 

配当割交付金      4,000                衛生費    1,451,530 

株式等譲渡所得割交付金                 労働費      20,472 

1,500                農林水産業費  112,236 

地方消費税交付金 380,000                商工費      62,515 

自動車取得税交付金                      土木費    1,618,437 

30,000               消防費    1,076,847 

地方特例交付金  83,000               教育費     1,739,581 

地方交付税     1,880,000               公債費    1,449,726 

交通安全対策特別交付金                 予備費      10,000 

                  10,000                合計     14,831,000 千円 

分担金及び負担金 267,256 

使用料及び手数料 256,995 

国庫支出金   1,873,706 

県支出金     845,738 

財産収入      7,391 

寄附金       2,812 

繰入金      517,851 

繰越金      250,000 

諸収入      473,205 

市債      1,460,000 

合計     14,831,000 千円 



議案第２４号 平成２３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 4,333,008 千円（前年度比 30,533 千円 0.7％） 

＜歳入＞ 国民健康保険税 1,216,444  ＜歳出＞ 総務費       62,866 

 一部負担金       4       保険給付費   2,819,362 

 使用料及び手数料  1,000       後期高齢者支援金等 

国庫支出金    974,103                572,441 

療養給付費交付金 144,413       前期高齢者納付金等 

前期高齢者交付金 828,372                 1,661 

県支出金     188,613       老人保健拠出金    414 

共同事業交付金  491,240       介護納付金    229,926 

財産収入       202       共同事業拠出金  524,963 

繰入金      434,407       保健事業費     55,663 

繰越金       49,001       基金積立金      202 

諸収入       5,209       諸支出金      2,510 

合計      4,333,008 千円    予備費       63,000 

合計      4,333,008 千円 

 

議案第２５号 平成２３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 338,686 千円（前年度比 8,432 千円 2.6％） 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料     ＜歳出＞ 総務費       5,071 

259,390        後期高齢者医療広域連合  

使用料及び手数料   36        納付金      318,176 

後期高齢者医療広域連合         保健事業費    14,918 

支出金      12,392        諸支出金       521 

繰入金      66,344        合計       338,686 千円 

繰越金         1 

諸収入        523 

合計       338,686 千円 

 

議案第２６号 平成２３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 286,935 千円（前年度比 5,371 千円 1.9％） 

＜歳入＞ 分担金及び負担金 286,930   ＜歳出＞ 給食事業費   286,935 

繰越金         1        合計      286,935 千円 

諸収入         4 

合計       286,935 千円 

議案第２７号 平成２３年度瑞穂市下水道事業特別会計予算 

歳入歳出予算総額 190,292 千円（前年度比 3,133 千円 1.7％） 

＜歳入＞ 分担金及び負担金  1,350   ＜歳出＞ 総務費      61,120 

 使用料及び手数料 52,786        下水道費     10,192 

財産収入       20        公債費     115,980 

繰入金      133,134        予備費      3,000 

繰越金       3,000        合計      190,292 千円 

諸収入         2 

合計       190,292 千円 



議案第２８号 平成２３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 28,855 千円（前年度比 1,327 千円 4.8％） 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  7,270    ＜歳出＞ 農林水産業費  16,943 

繰入金      20,583        公債費     10,912 

繰越金       1,000        予備費      1,000 

諸収入         2        合計      28,855 千円 

合計       28,855 千円 

 

議案第２９号 平成２３年度瑞穂市水道事業会計予算 

・給水戸数        14,900 戸 

・給水量       4,547,700 ㎥ 

・一日平均給水量     12,459 ㎥ 

・収益的事業費 

＜収入＞  468,015 千円 

＜支出＞  423,278 千円（対前年比 △7,530 △1.7％） 

・資本的事業費 

＜収入＞   53,335 千円 

＜支出＞  326,470 千円（対前年比 △110,556 △25.3％） 

 

議案第３０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き、路線の認定及び廃止するもの。 

・市道路線の認定：１７路線 

・市道路線の廃止：  ５路線 

 

議案第３１号 瑞穂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律による地方公務員の育児

休業等に関する法律の一部改正が、平成２３年４月１日から施行されることに伴い、一

般職非常勤職員等の育児休業等の取得条件を緩和するため、市条例の改正を行うもの。

・施行日 平成２３年４月１日から施行する。  

 


