
 

令和元年第３回瑞穂市議会定例会提出議案の要旨 

令和元年８月２９日 

【行政報告】 

令和元年第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６号 専決処分の報告について（損害賠償その１） 

 瑞穂市別府１２８３番地瑞穂市総合センター多目的ホール内で演奏会の準備をしているとき、壁

に設置してある音量調節器の目隠し蓋が落下し、床のケース上に置いてあったトロンボーンに当た

り、トロンボーンのスライド管が損壊した事故について和解し、損害賠償の額を定めることにつき

専決処分したもの。 
 

報告第７号 専決処分の報告について（損害賠償その２） 

 瑞穂市犀川二丁目７５番地先の市道７－１０２８号線にできた穴（くぼみ）が原因で、相手方の

車両がその穴に落ち損壊した事故について和解し、損害賠償の額を定めることにつき専決処分した

もの。 
 

報告第８号 平成３０年度瑞穂市財政健全化判断比率の報告について 

 平成３０年度決算に基づき算定した実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来

負担比率の財政健全化判断比率を報告するもの。 
 

報告第９号 平成３０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 

 平成３０年度決算に基づき算定した資金不足比率を報告するもの。 
 

報告第１０号 平成３０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 

 平成３０年度決算に基づき算定した資金不足比率を報告するもの。 
 

報告第１１号 平成３０年度瑞穂市水道事業会計資金不足比率の報告について 

 平成３０年度決算に基づき算定した資金不足比率を報告するもの。 
 

報告第１２号 平成３０年度瑞穂市・神戸町水道組合会計資金不足比率の報告について 

 平成３０年度決算に基づき算定した資金不足比率を報告するもの。 
 

【議案】 

 １．人事案件         １件 

 ２．財産の取得        １件 

 ３．条例の制定        １件 

 ４．条例の改正        ８件 

 ５．決算の認定        ８件 

 ６．利益剰余金の処分     １件 

 ７．補正予算         ５件 

            合計 ２５件 

 



 
議案第５２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員２名の任期が令和元年１２月３１日に満了となることから、引き続き１名を、また

新たに１名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５３号 財産（図書館情報システム更新）の取得について 

 現在使用中の図書館情報システムは、令和２年１月にメーカーのサポートが終了し、更新時期を

迎えており、これを機に利用者の利便性の向上を図れるよう、システムを更新したいので、議会の

議決を求めるもの。 
 

議案第５４号 瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）の公布に伴い、

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、市条例を制定するもの。 
 

議案第５５号 瑞穂市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令（平成３１年政令第１５２号）の公布に伴い、市

条例の改正を行うもの。 
 

議案第５６号 瑞穂市職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例について 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第３７号）の公布に伴い、市関係条例の改正を行うもの。 
 

議案第５７号 瑞穂市公民館条例等の一部を改正する条例について 

 公共施設の受益者負担の適正化を図るため、施設使用料を見直すことに伴い、市関係条例の改正

を行うもの。 
 

議案第５８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一部

を改正する条例について 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成３１年厚生労働省令

第４９号）の施行に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第５９号 瑞穂市保育所条例の一部を改正する条例について 

 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）の公布に伴い、市条例の改

正を行うもの。 
 

議案第６０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

の一部を改正する条例について 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成３１年厚生労

働省令第５０号）の施行に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第６１号 瑞穂市火葬場条例の一部を改正する条例について 

 公共施設の受益者負担の適正化を図るため施設使用料等を見直し、併せて葬祭備品の廃棄に伴

い、市条例の改正を行うもの。 
 



 
議案第６２号 瑞穂市給水条例の一部を改正する条例について 

 水道法の一部を改正する法律（平成３０年法律第９２号）の公布に伴い、市条例の改正を行うも

の。 
 

議案第６３号 平成３０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       18,623,714,715 

       歳出       17,723,962,967  

       差引額        899,751,748 円 

   〔翌年度へ繰り越すべき財源〕 

     ・ 継続費逓次繰越額              0 円 

     ・ 繰越明許費繰越額    137,293,000 円 

     ・ 事故繰越し繰越額              0 円 

       実質収支額       762,458,748 円 
 

議案第６４号 平成３０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        5,076,717,412 

       歳出        4,819,832,362  

       差引額        256,885,050 円 
 

議案第６５号 平成３０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          504,550,780 

       歳出          496,523,404  

       差引額          8,027,376 円 
 

議案第６６号 平成３０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          308,073,342 

       歳出          307,059,044  

       差引額          1,014,298 円 
 

議案第６７号 平成３０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          181,214,567 

       歳出          161,393,207  

       差引額         19,821,360 円 
 

議案第６８号 平成３０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           25,078,347 

       歳出           23,025,667  

       差引額          2,052,680 円 
 

 

 



 
議案第６９号 平成３０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 545,905,587 円 

      ＜支出＞水道事業費用 470,443,155 円 

     【資本的収入及び支出】 

      ＜収入＞資本的収入   78,867,720 円 

      ＜支出＞資本的支出  394,995,618 円 
 

議案第７０号 平成３０年度瑞穂市・神戸町水道組合会計歳入歳出決算の認定について 

＜決算額＞  歳入           10,798,212 

       歳出            8,122,407  

       差引額          2,675,805 円 
 

議案第７１号 平成３０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６，０００千円、建設改良積立金４８，０００千円を積み立て、１２３，６３２，２

７１円を資本金へ組み入れるもの。 
 

議案第７２号 平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号） 

 歳入歳出それぞれ７９５，９４５千円を追加し、歳入歳出予算総額を１８，５２１，０６５千円

とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税        69,000  ＜歳出＞ 総務費 530,238 

     地方特例交付金   38,034       民生費  40,204 

     地方交付税    134,225       衛生費  10,065 

     使用料及び手数料   △57       土木費 160,898 

     国庫支出金     13,701       消防費  1,078 

     県支出金      2,511       教育費  54,573 

     寄附金        104       公債費 △1,111 

     繰入金        915       合計  795,945 

     繰越金      512,458 

     諸収入       34,054 

     市債       △9,000 

     合計       795,945 

 

議案第７３号 平成３１年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入歳出それぞれ１６４，６３７千円を追加し、歳入歳出予算総額を４，７６７，７２０千円と

するもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税 △1,552  ＜歳出＞ 総務費           2,287 

     繰入金      9,170       国民健康保険事業費納付金    0 

     繰越金     156,884       基金積立金        128,443 

     諸収入       135       諸支出金          33,907 

     合計      164,637       合計           164,637 

 



 
議案第７４号 平成３１年度瑞穂市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入歳出それぞれ８，９０８千円を追加し、歳入歳出予算総額を５３３，０５２千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 繰越金 8,026  ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域連合納付金 8,026 

     諸収入  882       諸支出金            882 

     合計  8,908       合計             8,908 

 

議案第７５号 平成３１年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳入歳出それぞれ７，６６９千円を追加し、歳入歳出予算総額を３１４，３７０千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金 6,656  ＜歳出＞ 給食事業費 7,669 

     繰越金      1,013       合計    7,669 

     合計       7,669 

 

議案第７６号 平成３１年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳入予算の補正を行うもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 繰入金 △1,052 

     繰越金  1,052 

     合計     0 

 


