
平成２５年第１回瑞穂市議会定例会 提出議案 

【行政報告】 

平成２５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 

 

報告第１号 専決処分の報告について（中宮地内：損害賠償） 

市道の穴（くぼみ）が原因で車両が損壊したもの 

 

報告第２号 専決処分の報告について（中宮地内：損害賠償） 

市道の穴（くぼみ）が原因で車両が損壊したもの 

 

報告第３号 専決処分の報告について（物損事故） 

   岐阜市金町地内において、市の公用車による交通事故により、相手方の車

両が破損したもの 

 

【議案】     

  ・人事案件        １件 

  ・規約の変更       １件 

  ・指定管理者の指定    ２件 

・条例制定        １件 

・条例廃止        １件 

・条例改正       １３件 

・補正予算        ６件 

・当初予算        ７件 

   ・道路の認定及び廃止   １件  

              ３３件 

    

議案第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

人権擁護委員のうち、１名の者が平成２５年６月３０日に任期満了となることから、

委員の候補者を推薦したいので、議会の意見を求めるもの。 

 

議案第２号 もとす広域連合規約の変更について 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法

律の整備に関する法律の改正に伴い、規約の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日。ただし、一部平成２６年４月１日 

 

議案第３号 瑞穂市コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

瑞穂市牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉、本田コミュニティセンター及び牛

牧北部防災コミュニティセンターの指定管理者として、一般財団法人瑞穂市ふれあい公

共公社を指定するため、議会の議決を求めるもの。 

 

議案第４号 瑞穂市自転車駐車場及び駐車場の指定管理者の指定について 

瑞穂市自転車駐車場及び駐車場の指定管理者として、一般財団法人瑞穂市ふれあい公

共公社を指定するため、議会の議決を求めるもの。 



議案第５号 瑞穂市新型インフルエンザﾞ等対策本部条例の制定について 

新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布されたことに伴い、市対策本部に必要な

事項を定めるため、市条例を制定するもの。 

・施行日 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日   

 

議案第６号 瑞穂市包括外部監査契約に基づく監査に関する条例を廃止する条例

について 

平成２２年度より毎年実施してきた包括外部監査について、公の施設の管理の在り方、

補助金及び負担金並びに契約事務についての監査を行い、その結果を行政に反映する取

り組みが実施されているため、市条例を廃止するもの。 

・施行日 平成２５年３月３１日   

 

議案第７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 

子ども・子育て支援法の公布に伴い、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ

計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況について調査審議するため、

市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日   

 

議案第８号 瑞穂市職員定数条例の一部を改正する条例について 

各部局における職員定数の見直しを行うとともに、育児休業期間中の職員につき弾力

的な定数運用を図ることを目的として当該育児休業者を定数外とするため、市条例の改

正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日   

 

議案第９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 

社会福祉法人に対する指導監査のための社会福祉法人特別監査指導員並びに市文化財

等の整理及び利活用を図るための郷土歴史研究指導員の設置並びに図書館長嘱託員の廃

止に伴い、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日   

 

議案第１０号 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 

新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を創設するため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日    

 

議案第１１号 瑞穂市税条例の一部を改正する条例について 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別

税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び地方税法及び国有資産等所在市町村

交付金法の一部を改正する法律の施行に伴い、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日。 一部、平成２６年１月１日    

 

議案第１２号 瑞穂市基金条例の一部を改正する条例について 

巣南中学校教育振興費として寄附を受けたので、基金を設置するため、市条例の改正



を行うもの。 

・施行日 公布の日  

 

議案第１３号 瑞穂市体育施設条例の一部を改正する条例について 

生津ふれあい広場の整備に伴い、施設名称、使用料等を改め、瑞穂市穂積テニスコー

ト及び巣南テニスコートを体育施設から除外するため、市条例を改正するもの。 

・施行日 平成２５年４月１日。体育施設からの除外については、平成２５年１０月 

１日 

 

議案第１４号 瑞穂市立学校体育施設開放条例の一部を改正する条例について 

生津ふれあい広場の整備に伴い、穂積北中学校テニスコートを学校開放施設から除外

するため、市条例を改正するもの。 

・施行日 平成２５年１０月１日 

 

議案第１５号 瑞穂市保育所条例の一部を改正する条例について 

瑞穂市立保育所で実施している延長保育及び一時預かり事業の保育料等の位置づけを

明確化するため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日 

 

議案第１６号 瑞穂市水防協議会条例の一部を改正する条例について 

瑞穂市水防協議会の委員の定数等について見直しを行い、より多方面の関係者の意見

を収集し、市の水防に関する事項を審議するため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日 

 

議案第１７号 瑞穂市防災会議条例の一部を改正する条例について 

瑞穂市防災会議の委員の定数について見直しを行い、より多方面の関係者の意見を収

集し、市の防災に関する事項を審議するため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日 

 

議案第１８号 瑞穂市国民保護協議会条例の一部を改正する条例について 

瑞穂市国民保護協議会の委員の定数について見直しを行い、より多方面の関係者の意

見を収集し、市の国民保護に関する事項を審議するため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日 

 

議案第１９号 瑞穂市道路占用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、市

条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日  

 

議案第２０号 平成２４年度瑞穂市一般会計補正予算（第 8号） 

歳入歳出それぞれ 16,258 千円を減額し、歳入歳出予算総額を 15,971,331 千円とする

もの。 



＜歳入＞ 市税        75,750        ＜歳出＞ 議会費      △4,270  

     利子割交付金  △4,000          総務費         382,151 

     配当割交付金  △1,000         民生費    △164,175 

株式等譲渡所得割交付金          衛生費      △64,374 

        △1,000                  農林水産業費 △14,598 

地方消費税交付金                         商工費      △5,447 

        △21,000                 土木費    △122,922 

分担金及び負担金△5,561         消防費       △22,694 

使用料及び手数料△1,432                  教育費      1,052  

          国庫支出金   △56,178                 公債費        △981 

県支出金     △43,620                 合計         △16,258千円 

財産収入      4,183 

寄附金      4,505         

繰入金           253          

諸収入      10,842          

市債        22,000               

合計       △16,258千円           

 

議案第２１号 平成２４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 54,134千円を減額し、歳入歳出予算総額を 4,688,285千円とするも

の。 

＜歳入＞ 国民健康保険税   10,870        ＜歳出＞ 総務費        △677  

     国庫支出金   △20,299                  保険給付費    7,270  

療養給付費交付金  9,665                 老人保健拠出金  △504  

前期高齢者交付金 51,452                 共同事業拠出金△57,219 

県支出金       1,271         保健事業費   △3,145 

共同事業交付金 △87,058                  基金積立金       141   

     財産収入         141                  合計          △54,134千円 

          繰入金     △19,161 

          諸収入     △1,015  

          合計      △54,134千円          

 

議案第２２号 平成２４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 1,559千円を減額し、歳入歳出予算総額を 357,305千円とするもの。 

＜歳入＞ 後期高齢者医療広域        ＜歳出＞ 総務費     △829 

連合支出金      △397         保健事業費      △730  

繰入金     △1,162          合計         △1,559千円 

合計        △1,559千円         

 

議案第２３号 平成２４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10,418千円を減額し、歳入歳出予算総額を167,101千円とするもの。 

＜歳入＞  分担金及び負担金     642    ＜歳出＞ 総務費     △3,632  

 使用料及び手数料 △2,233         下水道費   △6,786   



財産収入           7                  合計      △10,418千円 

繰入金      △8,834                      

合計      △10,418千円                                              

 

議案第２４号 平成２４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 2,311千円を減額し、歳入歳出予算総額を 24,680千円とするもの。 

＜歳入＞ 使用料及び手数料     △267      ＜歳出＞農林水産業費  △2,311   

繰入金        △2,044           合計      △2,311千円 

合計        △2,311千円                                                     

 

議案第２５号 平成２４年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第３号） 

・給水戸数を 200戸増加し、15,300戸とする。 

・給水量を 17,237㎥減量し、4,515,963㎥とする。 

・一日平均給水量を 47㎥減量し、12,373㎥とする。 

・収益的事業費 

収益的収入を 2,048千円減額し 465,497千円とし、収益的支出を 19,024千円減額 

 し 415,121千円とする。 

・資本的事業費 

資本的収入を 2,527千円減額し 63,681千円とし、資本的支出を 129,319千円減額 

 し 285,635千円とする。 

 

議案第２６号 平成２５年度瑞穂市一般会計予算 

歳入歳出予算総額 15,350,000千円（前年度比較  200,000千円 1.3％） 

＜歳入＞ 市税      6,312,109       ＜歳出＞ 議会費       158,414  

     地方譲与税   207,000         総務費      1,696,479 

利子割交付金   29,000         民生費     5,435,558 

配当割交付金     15,000                衛生費     1,422,821  

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

2,000                農林水産業費   102,709 

地方消費税交付金 450,000                商工費       62,813 

自動車取得税交付金                      土木費      2,106,863 

52,000                消防費       1,198,569 

地方特例交付金   43,000                教育費     1,946,474 

地方交付税     2,220,000                公債費    1,204,216 

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

                  10,000                合計        15,350,000千円 

分担金及び負担金 236,229 

使用料及び手数料 315,304 

国庫支出金   1,657,629 

県支出金     875,826          

財産収入      37,403            

寄附金           113          

繰入金        966,501            

繰越金           250,000 



諸収入      540,886          

市債      1,130,000               

合計      15,350,000千円            

 

議案第２７号 平成２５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 4,569,852千円（前年度比較 107,667千円 2.4％） 

＜歳入＞ 国民健康保険税  1,252,422      ＜歳出＞ 総務費          58,904 

         一部負担金              4              保険給付費    3,080,137 

     使用料及び手数料   1,100              後期高齢者支援金等 

国庫支出金    1,016,149                              660,446   

療養給付費交付金  241,166               前期高齢者納付金等  

前期高齢者交付金  947,596                                   1,786 

県支出金     203,745               老人保健拠出金       71 

共同事業交付金  478,556               介護納付金      266,164 

財産収入       172               共同事業拠出金    369,019 

繰入金      389,663               保健事業費      54,644 

     繰越金       30,001             基金積立金        171 

         諸収入         9,278               諸支出金        2,510 

         合計       4,569,852千円          予備費        76,000 

                                              合計          4,569,852千円               

 

議案第２８号 平成２５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 371,595千円（前年度比較  3,064千円 0.8％）     

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料     ＜歳出＞ 総務費        4,358 

282,317        後期高齢者医療広域連合  

使用料及び手数料      60         納付金       348,417 

後期高齢者医療広域連合         保健事業費     18,299 

支出金      15,604        諸支出金        521 

繰入金      73,086               合計         371,595千円                                      

繰越金               1                 

諸収入          527          

     合計         371,595千円         

 

議案第２９号 平成２５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 297,577千円（前年度比較 8,616千円 3.0％） 

＜歳入＞  分担金及び負担金 297,573   ＜歳出＞ 給食事業費      297,577 

繰越金         1               合計       297,577千円 

諸収入         3          

合計       297,577千円                                              

 

議案第３０号 平成２５年度瑞穂市下水道事業特別会計予算 

歳入歳出予算総額 194,486千円（前年度比較   16,967千円   9.6％） 

＜歳入＞ 分担金及び負担金   1,350   ＜歳出＞ 総務費      66,336  

 使用料及び手数料 55,667        下水道費      9,928  



財産収入         7        公債費      115,222           

繰入金      134,460               予備費      3,000 

繰越金       3,000               合計      194,486千円 

諸収入          2 

合計       194,486千円                                              

 

議案第３１ 平成２５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 29,877千円（前年度比較  2,886千円  10.7％） 

＜歳入＞ 使用料及び手数料   7,059    ＜歳出＞ 農林水産業費  17,965  

繰入金      21,816                公債費      10,912 

繰越金       1,000               予備費      1,000 

諸収入         2                合計       29,877千円 

合計       29,877千円                                              

 

議案第３２号 平成２５年度瑞穂市水道事業会計予算 

・給水戸数        15,400戸 

・給水量       4,570,100㎥ 

・一日平均給水量     12,521㎥ 

・収益的事業費 

＜収入＞  470,431千円 

＜支出＞  450,067千円（対前年比較   16,727    3.9％） 

・資本的事業費 

＜収入＞   63,709千円 

＜支出＞  386,017千円（対前年比較  △36,474 △8.6％） 

 

議案第３３号 市道路線の認定及び廃止について 

 市道路の路線認定及び廃止するもの。 

・市道路線の認定： １３路線 

・市道路線の廃止：   ２路線                           

 


