
 

平成２９年第１回瑞穂市議会定例会提出議案 

平成２９年２月２８日 

【行政報告】 

平成２９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（損害賠償） 

 瑞穂市本田地内において、一時停止のない交差点において西進していた公用車と南進していた相

手方車両が出合い頭に衝突した事故について、市の過失割合を４割として賠償額を定めることにつ

き専決処分したもの。 
 

 

【議案】 

 １．人事案件          １件 
 ２．相互救済事業の委託     １件 
 ３．条例改正          ５件 
 ４．補正予算          ６件 
 ５．当初予算          ７件 
 ６．道路の認定         ２件 
             合計 ２２件 
 

議案第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 平成２９年２月１日付けをもって、瑞穂市の人権擁護委員予算定数が増加されたことから、新た

に１名の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるもの。 
 

議案第２号 相互救済事業の委託について 

 現在、相互救済事業を一般財団法人全国自治協会へ委託しているが、平成２９年度より分担金基

率の改正が行われるので委託先を公益社団法人全国市有物件災害共済会に変更するため、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２６３条の２第１項の規定により議会の議決を求めるもの。 
 

議案第３号 瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例につい

て 

 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律の一部を改正する法律（平成２８年法律第９５号）の公布等に伴い、市関係条

例の改正を行うもの。 
 

議案第４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 

 広域的な職員の派遣等及び消防職員の処遇統一等に対応するため、市関係条例の改正を行うも

の。 
 

議案第５号 瑞穂市基金条例の一部を改正する条例について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条の規定に基づき、庁舎の建設に要する基金を

設置するため、市条例の改正を行うもの。 
 



 
議案第６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 

 道路法施行令の一部を改正する政令（平成２９年政令第２号）の公布等に伴い、市条例の改正を

行うもの。 

 

議案第７号 瑞穂市防災行政無線通信施設条例の一部を改正する条例について 

 市内の防災行政無線（同報系）の屋外拡声子局の増設に伴い、市条例の改正を行うもの。 

 

議案第８号 平成２８年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号） 

 歳入歳出それぞれ７７７，６１３千円を減額し、歳入歳出予算総額を１７，４５８，８３３千円

とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税          54,690  ＜歳出＞ 議会費     △7,226 

     地方贈与税       8,000       総務費     △59,046 

     地方消費税交付金    70,000       民生費    △229,483 

     自動車取得税交付金   13,000       衛生費     △73,969 

     分担金及び負担金   △3,171       農林水産業費  △9,209 

     使用料及び手数料    △622       商工費     △2,146 

     国庫支出金     △102,344       土木費    △303,053 

     県支出金       △40,551       消防費     △37,260 

     財産収入        18,503       教育費     △54,129 

     寄附金         18,150       公債費     △2,092 

     繰入金       △802,500       合計     △777,613 

     諸収入         34,632 

     市債         △45,400 
     合計        △777,613 

 

議案第９号 平成２８年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 歳入歳出それぞれ２２８，０５８千円を減額し、歳入歳出予算総額を５，８９９，４５９千円と

するもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税   22,721  ＜歳出＞ 総務費        △2,760 

     使用料及び手数料    112       保険給付費      △70,281 

     国庫支出金    △98,883       後期高齢者支援金等  △2,274 

     療養給付費交付金 △10,623       介護納付金      △1,084 

     前期高齢者交付金   1,727       共同事業拠出金   △153,623 

     県支出金      △4,580       保健事業費        686 

     共同事業交付金  △95,731       基金積立金        △22 

     財産収入       △22       諸支出金        1,300 

     繰入金      △48,606       合計        △228,058 

     諸収入        5,827 

     合計       △228,058 
 

 

 



 
議案第１０号 平成２８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１，３２０千円を追加し、歳入歳出予算総額を４５３，２１１千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料   3,690  ＜歳出＞ 総務費          △300 

     後期高齢者医療広域連合            後期高齢者医療広域連合 

     支出金         △1,318       納付金          3,710 

     繰入金         △1,052       保健事業費       △2,090 

     合計           1,320       合計           1,320 

 

議案第１１号 平成２８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１８３，７００千円を減額し、歳入歳出予算総額を１８７，１５６千円とする

もの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金  △1,500  ＜歳出＞ 総務費   △7,400 

     使用料及び手数料  △1,100       下水道費 △176,300 

     国庫支出金     △80,000       合計   △183,700 

     繰入金       △22,100 

     市債        △79,000 

     合計       △183,700 

 

 

議案第１２号 平成２８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１，６００千円を減額し、歳入歳出予算総額を２５，３４３千円とするもの。 

  主な内容 
＜歳入＞ 繰入金 △1,600  ＜歳出＞ 農林水産業費 △1,600 

     合計  △1,600       合計     △1,600 

 

議案第１３号 平成２８年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第３号） 

 収益的収入の予定額を３，０７４千円減額し、総額を５５５，０３３千円とするもの。 

 収益的支出の予定額を２３，１１６千円減額し、総額を４２９，７１４千円とするもの。 

 資本的収入の予定額を３，８０６千円減額し、総額を６６，６１４千円とするもの。 

 資本的支出の予定額を９３，５１１千円減額し、総額を７５１，９８３千円とするもの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
議案第１４号 平成２９年度瑞穂市一般会計予算 

 歳入歳出予算総額 １６，７００，０００千円 （前年度比較 △140,000 千円、△0.8%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税         6,819,897  ＜歳出＞ 議会費      164,015 

     地方贈与税       176,000       総務費     1,857,176 

     利子割交付金      10,000       民生費     6,563,422 

     配当割交付金      29,000       衛生費     1,461,859 

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

     交付金         13,000       農林水産業費   158,403 

     地方消費税交付金    750,000       商工費      53,456 

     自動車取得税交付金   33,000       土木費     1,850,323 

     地方特例交付金     51,000       消防費     1,430,019 

     地方交付税      2,220,000       教育費     1,807,669 

     交通安全対策特別              公債費     1,318,574 

     交付金          8,000       予備費      30,000 

     分担金及び負担金    30,396       合計     16,700,000 

     使用料及び手数料    582,694 

     国庫支出金      1,982,188 

     県支出金       1,119,509 

     財産収入         4,834 

     寄附金         70,004 

     繰入金         880,001 

     繰越金         250,000 

     諸収入         774,377 

     市債          896,100 

     合計        16,700,000 

 

議案第１５号 平成２９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 ５，８９９，５０３千円 （前年度比較 △161,496 千円、△2.7%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税  1,193,615  ＜歳出＞ 総務費         88,720 

     一部負担金        4       保険給付費     3,297,226 

     使用料及び手数料   1,001       後期高齢者支援金等  690,186 

     国庫支出金    1,086,041       前期高齢者納付金等    790 

     療養給付費交付金   98,277       老人保健拠出金       48 

     前期高齢者交付金 1,247,873       介護納付金      249,545 

     県支出金      215,531       共同事業拠出金   1,394,821 

     共同事業交付金  1,401,328       保健事業費       64,843 

     財産収入         49       基金積立金       7,224 

     繰入金       550,394       諸支出金        6,100 

     繰越金       100,001       予備費        100,000 

     諸収入        5,389       合計        5,899,503 

     合計       5,899,503 
 



 
議案第１６号 平成２９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 ４６６，７８５千円 （前年度比較 22,852 千円、5.1%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料  341,975  ＜歳出＞ 総務費          5,496 

     使用料及び手数料      108       後期高齢者医療広域連合 

     後期高齢者医療広域連合            納付金         432,649 

     支出金          24,683       保健事業費        27,439 

     繰入金          99,132       諸支出金         1,201 

     繰越金            1       合計          466,785 

     諸収入           886 

     合計          466,785 

 

議案第１７号 平成２９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 ３０６，０８３千円 （前年度比較 5,189 千円、1.7%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金 306,081  ＜歳出＞ 給食事業費 306,083 

     繰越金         1       合計    306,083 

     諸収入         1 

     合計       306,083 

 

議案第１８号 平成２９年度瑞穂市下水道事業特別会計予算 

 歳入歳出予算総額 ３６６，１１６千円 （前年度比較 △2,180 千円、△0.6%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金  1,050  ＜歳出＞ 総務費   67,832 
     使用料及び手数料  52,380       下水道費 180,062 

     国庫支出金     80,000       公債費  115,222 

     繰入金      150,684       予備費   3,000 

     繰越金       3,000       合計   366,116 

     諸収入         2 

     市債        79,000 

     合計       366,116 

 

議案第１９号 平成２９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 ２６，５２５千円 （前年度比較 287 千円、1.1%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  7,170  ＜歳出＞ 農林水産業費 14,613 

     繰入金      18,354       公債費    10,912 

     繰越金       1,000       予備費     1,000 

     諸収入         1       合計     26,525 

     合計       26,525 

 

 

 

 



 
議案第２０号 平成２９年度瑞穂市水道事業会計予算 

 給水戸数         １７，４００戸 

 給水量       ４，７２３，１００  

 一日平均給水量      １２，９４０  

 収益的収入の予定額   ５３４，００５千円 （前年度比較  △29,160 千円、 △5.2%） 

 収益的支出の予定額   ４７４，１７１千円 （前年度比較   21,207 千円、  4.7%） 

 資本的収入の予定額    ６９，３３８千円 （前年度比較  △1,082 千円、 △1.5%） 

 資本的支出の予定額   ３４８，４５２千円 （前年度比較 △593,324 千円、△63.0%） 
 

議案第２１号 市道路線の認定について（その１） 

 瑞穂市市道の認定に関する基準（平成２６年瑞穂市告示第２１１号）第３条第２号（開発許可事

業に伴う管理引継ぎ）の規定により、市道路線の認定するもの。 
 

議案第２２号 市道路線の認定について（その２） 

 瑞穂市市道の認定に関する基準（平成２６年瑞穂市告示第２１１号）第３条第４号（市の道路計

画）の規定により、市道路線の認定するもの。 
 


