
平成２５年第３回瑞穂市議会定例会 提出議案 

 

【行政報告】 

平成２５年第２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７号 平成２４年度瑞穂市財政健全化判断比率の報告について 

報告第８号 平成２４年度瑞穂市下水道事業特別会計資金不足比率の報告につい   

        て 

報告第９号 平成２４年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報 

告について 

報告第１０号 平成２４年度瑞穂市水道事業会計資金不足比率の報告について 

 

【議案】     

  ・人事案件        １件 

  ・条例の廃止       １件 

・条例の改正       ２件 

・決算の認定       ７件 

・補正予算        ７件 

   ・道路認定        １件 

 

議案第４６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、２名の者が平成２５年１２月３１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４７号 瑞穂市介護保険居宅サービス事業等に関する実施条例を廃止する

条例について 

市より社会福祉協議会へ委託して行っている介護保険事業を廃止したいので、市条例

を廃止するもの。 

 ・施行日 平成２６年４月１日 

 

議案第４８号 瑞穂市火葬場条例の一部を改正する条例について 

 瑞穂市火葬場の使用者となる市民の定義及び使用の許可における、死亡時に本市の市

民でなかった者で、市長がやむを得ないと認める場合の市民以外を明確にするため、市

条例の改正を行うもの。 

 ・施行日 平成２５年１０月１日 

 

議案第４９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 

 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律等の

施行に伴い、文言整理のため市条例の改正を行うもの。 

 ・施行日 公布の日 

 

 

 

 



議案第５０号 平成２４年度瑞穂市一般会計歳入歳出決算の認定について 

＜決算額＞  歳入           16,244,580,178   

       歳出           15,397,722,003  

差引額             846,858,175円  

＊ 継続費逓次繰越額       7,208,000円 

＊ 繰越明許費繰越額     168,659,000円 

＊ 事故繰越し繰越額               0円 

実質収支額        670,991,175円        

 

議案第５１号 平成２４年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

＜決算額＞  歳入            4,776,679,835   

       歳出            4,485,644,436  

差引額             291,035,399円  

 

議案第５２号 平成２４年度瑞穂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 

＜決算額＞  歳入              358,532,427   

       歳出              354,610,139  

差引額               3,922,288円  

 

議案第５３号 平成２４年度瑞穂市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

＜決算額＞  歳入              283,035,884   

       歳出              279,903,639  

差引額               3,132,245円  

 

議案第５４号 平成２４年度瑞穂市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

＜決算額＞  歳入              167,652,116   

       歳出              160,405,055  

差引額               7,247,061円  

 

議案第５５号 平成２４年度瑞穂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 

＜決算額＞  歳入               24,746,072   

       歳出               22,683,754  

差引額               2,062,318円  

 

議案第５６号 平成２４年度瑞穂市水道事業会計決算の認定について   

＜決算額＞【収益的収入及び支出】 

＜収入＞水道事業収益  464,429,122円 

      ＜支出＞水道事業費用  392,198,476円 



 

【資本的収入及び支出】 

＜収入＞資本的収入    63,453,400円 

 ＜支出＞資本的支出   269,460,019円 

 

議案第５７号 平成２５年度瑞穂市一般会計補正予算（第２号） 

歳入歳出に 1,038,229千円を追加し、予算総額を 16,460,827千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 市税      124,900        ＜歳出＞ 総務費     652,480  

地方譲与税  △20,000                  民生費    △2,408  

          利子割交付金  △9,000                  衛生費     △3,072  

     自動車取得税交付金                      商工費       345 

              5,000                 土木費    115,590 

地方特例交付金   2,097                  消防費    △1,179 

地方交付税   277,707                 教育費     88,576 

使用料及び手数料  808                  公債費     182,897          

国庫支出金   △20,433          予備費     5,000                     

県支出金     5,769         合計    1,038,229千円 

財産収入         2,600                 

寄附金             172          

繰入金     187,700              

繰越金     420､991            

諸収入       4,918           

市債      55,000             

合計         1,038,229千円                  

 

議案第５８号 平成２５年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入歳出に 355,244千円を追加し、予算総額を 4,925,096千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税 △31,850         ＜歳出＞ 総務費       50 

       国庫支出金        1,068             保険給付費     96,300 

     療養給付費交付金  3,553                   後期高齢者支援金等           

前期高齢者交付金 27,983                                   2,733 

繰入金      93,456                   前期高齢者納付金等 

繰越金     261,034                                 △1,099 

          合計           355,244千円              介護納付金        413 

              保健事業費   1,068 

                                              基金積立金    194,130 

 諸支出金    42,355 

  予備費     19,294   

                                            合計        355,244千円  

 

議案第５９号 平成２５年度瑞穂市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号） 



歳入歳出に 4,171千円を追加し、予算総額を 375,766千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 繰入金       250      ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域連合  

繰越金       3,921                 納付金         3,921 

合計             4,171千円                諸支出金         250    

    合計        4,171千円                                                

 

議案第６０号 平成２５年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入歳出から 8,624千円を減額し、予算総額を 288,953千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞  分担金及び負担金               ＜歳出＞  給食事業費    △8,624    

        △11,755            合計          △8,624千円 

繰越金       3,131  

合計      △ 8,624千円                                                

 

議案第６１号 平成２５年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入歳出から 1,312千円を減額し、予算総額を 193,174千円とするもの。 

主な内容 

 ＜歳入＞ 繰入金   △5,559      ＜歳出＞ 総務費     △1,312  

繰越金    4,247                    合計       △1,312千円  

 合計    △1,312千円                                              

 

議案第６２号 平成２５年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入歳出に 9千円を追加し、予算総額を 29,886千円とするもの。 

主な内容 

 ＜歳入＞ 繰入金   △1,053      ＜歳出＞ 農林水産業費     9   

繰越金    1.062           合計         9千円  

 合計        9千円                                              

 

議案第６３号 平成２５年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第１号） 

収益的支出の予定額を 36,583千円補正し、総額を 486,650千円とするもの。 

資本的収入の予定額を 5,586千円補正し、総額を 69,295千円とし、資本的支出の予定

額を 125,610千円補正し、総額を 511,627千円とするもの。 

主な内容 

＜収益的支出＞ 営業費用     5,859 

        営業外費用    1,123 

        特別損失    29,601    

                合計      36,583千円 

 

＜資本的収入＞ 負担金      5,586千円 

 

＜資本的支出＞ 建設改良費    5,586 

企業債償還金 120,024   

        合計     125,610千円 



 

議案第６４号 市道路線の認定について 

市道の路線を認定するもの。 

・市道路線の認定：  １路線                         

 

 


