
平成２６年第３回瑞穂市議会定例会 提出議案 

平成２６年９月３日 

【行政報告】 

平成２６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１０号 専決処分の報告について（物損事故） 

報告第１１号 平成２５年度瑞穂市財政健全化判断比率の報告について 

報告第１２号 平成２５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１３号 平成２５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１４号 平成２５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】     

  ・条例の制定       ３件 

  ・条例の廃止       １件 

・条例の改正       ４件 

・決算の認定       ７件 

・利益剰余金の決定    １件  

・補正予算        ６件 

    

議案第４３号 瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定について 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるため、市条

例を制定するもの。 

 ・施行日 子ども・子育て支援法の施行日 

 

議案第４４号 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について 

 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるため、市条例を制定す

るもの。 

 ・施行日 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律の施行日 

 

議案第４５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

定める条例の制定について 

 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ため、市条例を

制定するもの。 

 ・施行日 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律の施行日 

 

 



議案第４６号 瑞穂市保育の実施に関する条例を廃止する条例について 

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公

布に伴い、市条例を廃止するもの。 

 ・施行日 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律の施行日 

 

議案第４７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及

び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 

 母子及び寡婦福祉法の一部が改正されることにより、市条例の改正を行うもの。 

 ・施行日 平成２６年１０月１日 

 

議案第４８号 瑞穂市税条例等の一部を改正する条例について 

 地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことにより、市条例の改正を行うもの。 

 主な改正は、法人税割の税率改正（施行日 平成２６年１０月１日）、軽自動車税の税   

 率改正（施行日 平成２７年４月１日）など 

 

議案第４９号 瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例の一部を改正する条例

について 

 放課後児童クラブの対象児童を小学校に就学する児童とするもの。   

 ・施行日 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律の施行日 

 

議案第５０号 瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例について 

 地域消防力の向上を図るため、消防団員の定数を１９４人以上２２０人以内を２４２

人とするもの。   

 ・施行日 平成２７年４月１日 

 

議案第５１号 平成２５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           16,371,856,835   

       歳出           15,395,089,969  

差引額             976,766,866円  

＊ 継続費逓次繰越額             565円 

＊ 繰越明許費繰越額     308,344,000円 

＊ 事故繰越し繰越額       5,724,000円 

実質収支額        662,698,301円        

 

 

 

 



議案第５２号 平成２５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            5,114,830,819   

       歳出            4,815,151,408  

差引額             299,679,411円  

 

議案第５３号 平成２５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              374,256,498   

       歳出              370,450,966  

差引額               3,805,532円  

 

議案第５４号 平成２５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              286,250,240   

       歳出              285,305,786  

差引額                 944,454円  

 

議案第５５号 平成２５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              181,739,135   

       歳出              174,048,334  

差引額               7,690,801円  

 

議案第５６号 平成２５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               23,648,777   

       歳出               21,806,289  

差引額               1,842,488円  

 

議案第５７号 平成２５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  466,223,529円 

      ＜支出＞水道事業費用  438,885,545円 

 

【資本的収入及び支出】 

＜収入＞資本的収入    74,082,550円 

 ＜支出＞資本的支出   380,731,061円 

 

議案第５８号 平成２５年度瑞穂市水道事業会計剰余金の処分について   

減債積立金 2,000千円、建設改良積立金 17,000千円を積み立てるもの。 

 

 

 



議案第５９号 平成２６年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号） 

歳入歳出にそれぞれ 816,233千円を追加し、予算総額を 15,948,707千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 市税       10,788        ＜歳出＞ 議会費         400  

地方特例交付金   5,508                  総務費    152,376  

          地方交付税   184,768                  民生費      86,045  

     分担金及び負担金                       衛生費    36,389 

             13,939                 農林水産業費 △1,606 

使用料及び手数料             商工費        100 

11,409                  土木費    243,494 

国庫支出金   41,095                 消防費       3,483 

県支出金     5,024                  教育費    31,964 

財産収入        23,799          公債費    263,588  

寄附金             300            合計         816,233千円 

繰入金     127,000           

繰越金     412､698            

諸収入      27,905           

市債     △48,000             

合計           816,233千円                  

 

議案第６０号 平成２６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 338,515千円を追加し、予算総額を 5,237,340千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税 △21,045         ＜歳出＞ 総務費     1,131 

       国庫支出金        1,000             後期高齢者支援金等 

     療養給付費交付金  9,441                                     251 

前期高齢者交付金  △559                   前期高齢者納付金等               

繰入金      80,000                                     38 

繰越金     269,678                   介護納付金      △283 

          合計           338,515千円              共同事業拠出金 113,918 

                                              基金積立金    168,724 

 諸支出金    54,736  

  合計        338,515千円  

 

議案第６１号 平成２６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 3,869千円を追加し、予算総額を 400,490千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 繰入金         65      ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域連合  

繰越金       3,804                 納付金         3,804 

合計             3,869千円                諸支出金          65  

    合計        3,869千円                                                

 

 



議案第６２号 平成２６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 4,447千円を減額し、予算総額を 293,503千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞  分担金及び負担金               ＜歳出＞  給食事業費    △4,447    

         △5,390            合計          △4,447千円 

繰越金         943  

合計      △ 4,447千円                                                

 

議案第６３号 平成２６年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入歳出に 7,724千円を追加し、予算総額を 195,536千円とするもの。 

主な内容 

 ＜歳入＞ 繰入金     2,734      ＜歳出＞ 総務費      7,424  

繰越金    4,690                    合計        7,424千円  

 合計      7,424千円                                              

 

議案第６４号 平成２６年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入予算補正を行うもの 

主な内容 

 ＜歳入＞ 繰入金     △842       

繰越金      842       

 合計         0千円                                              

 


