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 　瑞穂市まちづくり基本条例に基づき、積極的に市民の皆様に情報を提供及び共有することを目的と

して、「わかりやすい令和２年度瑞穂市の予算」を作成しました。

　瑞穂市は「瑞穂市第２次総合計画」において、まちの将来像を「誰もが未来を描けるまち　瑞穂」

と掲げ、４つの基本視点にたった魅力あるまちづくりを進めています。今年度はこの将来像に向けて

「瑞穂市第２次総合計画」の５つの基本目標及び共通目標に掲げた分野別の施策を着実に実行してい

く予算としています。

わかりやすい令和２年度瑞穂市の予算について
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５つの基本目標と共通目標
※ 7 ページ以降の主な事業ごとの予算額は、万円単位で記載しております。

基本目標 1 ：
～安全で安心して暮らせるまち～

・消防施設管理事業   7
・防災無線管理事業   7
・牛牧排水機場改修事業   8
・防犯カメラ設置事業   8

基本目標 4 ：
～夢あふれ希望に満ちたまち～

・保育所運営事業   19
・放課後児童健全育成事業補助金   19
・学校施設等長寿命化計画策定事業   19
・外国語指導助手（ＡＬＴ）派遣事業   20
・（仮称）中山道大月多目的広場
　　　整備事業    20
・生涯学習施設改修等事業   21基本目標 2 ：

～便利で快適に暮らせる美しいまち～

・可燃ごみ処理事業
　　（西濃環境整備組合負担金）   9
・上水道施設整備事業   9
・瑞穂処理区下水道施設整備事業   10
・みずほバス・路線バス運行事業   10
・ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業   11
・社会資本整備総合交付金
　　（仮称）柳一色歩道橋整備事業   12
・社会資本整備総合交付金
　　（防災・安全）事業   12
・公園新設整備事業   12
・道路維持補修事業   13
・ブロック塀等撤去工事費補助金交付事業   13

基本目標 5 ：
～活気あふれる元気なまち～

・中山道整備事業   21
・中小企業・小規模事業者向け
　　　融資利子補給事業   21

基本目標 3
～心が通う助け合いのまち～

・福祉医療費助成事業   14
・国民健康保険事業   14
・自治会活動支援事業   15
・子ども食堂運営事業   15
・ひとり親家庭の子どもの
　　　生活・学習支援事業   15
・地域包括ケアシステムの構築関連事業   16
・軽度認知障がい（ＭＣＩ）
　　　予防プログラム実施事業   16
・市ねんりんピック運営事業   17
・自動車急発進抑制装置整備費補助金
　　　交付事業   17
・若年の健康づくり事業   18
・親子あそび教室事業   18

共通目標
～持続可能な都市経営のまち～

・総合計画策定事業   22
・まちづくり基本条例推進事業   22
・新庁舎建設事業   22
・国勢調査事業   23
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令和2年度の瑞穂市の予算規模は？

各会計の予算規模は、どのくらいあるの？

一般会計・特別会計・企業会計の予算を合わせると、
250億6,811万 9 千円です。

一 般
会 計

 福祉、医療、子育て、教育、道路や公園の整備など、市
民の暮らしや、まちづくりに必要な基本的な行政サービ
スを行う会計です。

 市税収入は、主にこの一般会計で使われています。

 保険税など特定の収入によって事業を行い、その収支を
明確にするために一般会計とは別に設置した会計です。特 別

会 計  国民健康保険事業など 3 つの会計があります。
 ※令和 2 年度から学校給食事業特別会計が廃止となり、

一般会計に組み込まれました。

企 業
会 計

 民間企業と同じように事業収益によって運営している会
計です。

一般会計
184億9千万円
　　　　73.7%

特別会計
51億6,136万2千円
　　　　　　20.6%

企業会計
14億1,675万7千円
　　　　　　5.7%

全体予算額

250億6,811万9千円

区　分 令和 2 年度予算額 前年比（増減額） 事業内容

一般会計 184億9,000万円 8 億4,000万円

特別
会計

国民健康保険事業 45億4,316万 2 千円 △5,981万 7 千円
国民健康保険に加入している方の

医療費を給付

後期高齢者医療事業 5 億9,201万 9 千円 6,797万 9 千円 75歳以上の方の医療費を給付

農業集落排水事業 2,618万 1 千円 5 万 6 千円
呂久地区における汚水処理施設の

管理

企業
会計

水道事業 9 億9,005万 1 千円 221万 8 千円
水道水の供給及び水源・水道管の

整備・維持管理

下水道事業 4 億2,670万 6 千円 8,277万 3 千円 雨水・汚水管の整備・維持管理
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一般会計歳入（収入）
Question 一般会計には、どのような歳入があるの？
　一般会計の歳入には、市税や国・県からの補助金、金融
機関等からの借入れや施設の使用料などがあります。

■一般会計歳入予算
区　分 説明 予算額 前年度比（増減額）

自主財源 市が自主的に調達できる収入のことです。 105億2,607万円 8 億8,404万 3 千円

市税
市民の皆様や市内に事務所を持つ法人に納めていた
だくものです。 69億7,505万 5 千円 63万 7 千円

繰入金
一般会計、特別会計及び基金の間における現金を移
動することです。 16億6,330万 9 千円 6 億4,555万 8 千円

諸収入
もとす広域連合派遣職員負担金や給食費負担金など
の収入です。 6 億834万 2 千円 3 億2,296万 9 千円

寄附金
ふるさと納税によるふるさと応援寄附金や一般の寄
附金です。 5 億5,016万 2 千円 △4,994万円

その他
不動産売り払いなどの財産収入、使用料及び手数料、
分担金及び負担金、前年度からの繰越金などです。 7 億2,920万 2 千円 △3,518万 1 千円

依存財源
国や県から、交付されたり割り当てられる財源や市
債（借金）のことです。 79億6,393万円 △4,404万 3 千円

譲与税・交付
金・交付税

皆様が国に納めた税金の一部で、一定の基準により
市に交付されます。 36億1,500万円 2 億351万 7 千円

国・県支出金
皆様が国・県に納めた税金の一部です。市の行う事
業の全部又は一部に交付されます。 35億1,393万円 2 億8,914万円

市債
市が行う事業で、大きな事業を実施する場合の必要
な財源を調達するために借り入れる借金です。 8 億3,500万円 △ 5 億3,670万円

計 184億9,000万円 8 億4,000万円

※ 7 ページ以降の各事業の財源について、上記の繰入金、諸収入、寄附金、その他の合計を
　「その他」として表記しています。

ここがポイントここがポイントここがポイント
　約 6 割が自主財源です。自主財源が多いほど、財政が
安定し、自主的な事業をより多く行うことができます。自
主財源の大部分は市税です。
　今年度、学校給食事業が一般会計に組み込まれ、給食費
負担金が増加したこと、さらに市債を減らし基金からの繰
入（繰入金）を増額したことにより、自主財源の割合が上
昇しています。

自主財源
56.9%

依存財源
43.1%

市税
37.7%

繰入金
9.0%

諸収入
3.3%

寄附金
3.0%

その他
3.9%

譲与税・
交付金・
交付税
　　19.6%

国・県支出金
19.0%

市債
4.5%
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一般会計歳出（支出）
Question どんな分野（目的）の歳出があるの？
　総務、民生、教育などの分野に分けて支出します。

■一般会計歳出予算（目的別）
項　目 説　明 予算額 前年度比（増減額）

議会費 議会運営のための経費です。 1 億6,569万 4 千円 △162万 4 千円

総務費
庁舎や財産の維持管理、税金の徴収、戸籍管理、選挙、
統計などの経費です。 30億5,642万 3 千円 7,365万円

民生費
障がい者や高齢者の福祉サービス、子育て支援、保育
所、生活保護などの経費です。 70億8,061万 2 千円 2 億2,919万 6 千円

衛生費 健康増進、疾病予防、環境保全、清掃費などの経費です。 15億7,151万円 4,411万円

労働費 勤労者などの支援費などの経費です。 500万円 △ 8 万 4 千円

農林水産業費
農林業の振興を図るための支援や生産基盤整備などの
経費です。 1 億1,911万 6 千円 △3,799万 4 千円

商工費 商工業や観光の振興などの経費です。 3,795万円 △6,940万 9 千円

土木費 道路、河川、公園など社会資本基盤整備などの経費です。 18億9,723万 3 千円 2 億816万 3 千円

消防費 消防や火災予防、水防など災害対策のための経費です。 9 億6,549万 1 千円 △1,913万 2 千円

教育費
学校教育、生涯学習の充実、文化・スポーツの振興な
どの経費です。 25億8,586万 1 千円 3 億8,687万 2 千円

公債費
市債の元利償還金及び一時借入金利子を支払うための
経費です。 9 億7,511万円 2,625万 2 千円

予備費
予算編成の際、予期しなかった予算外の支出に対応す
るための費用です。 3,000万円 増減なし

計 184億9,000万円 8 億4,000万円

ここがポイントここがポイントここがポイント
　（仮称）中山道大月多目的広場整備事業などの継続的な
大型事業の事業費が増加し、土木費と教育費の割合が上
がっています。
　民生費の割合は前年度より0.5パ－セント減少していま
すが、人口増や高齢化などの影響により、社会福祉費、児
童福祉費の予算額は増加しています。

議会費
0.9%

総務費 16.5%

民生費 38.3%

衛生費
8.5%

労働費
0.0%

農林水産業費
0.6%

商工費
0.2%

土木費
10.3%

消防費
5.2%

教育費
14.0%

公債費
5.3%

予備費
0.2%
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瑞穂市に入る税収は、何種類あるの？

市民1 人当たり、年間いくら使われているの？

ふるさと納税はどんな事業に活用しているの？

項　目 内　容 令和 2 年度予算 前年度比（増減額）

市民税（個人） 個人の前年中の所得などに応じて納める税金です。 30億820万 6 千円 5,260万 1 千円

市民税（法人） 市内の法人の所得などに応じて納める税金です。 3 億2,580万円 △7,450万円

固定資産税 市内に土地、家屋、償却資産を持っている方が納
める税金です。 32億2,770万 5 千円 2,557万 6 千円

軽自動車税
市内に原動機付自転車、軽自動車などを持ってい
る方が納める税金です。令和元年10月から、購入
時に納める「環境性能割」も加わりました。

1 億3,382万 8 千円 244万 4 千円

市たばこ税 たばこを買った方が負担している税金です。 2 億7,951万 6 千円 △548万 4 千円

計 69億7,505万 5 千円 63万 7 千円

市民の皆さんが瑞穂市に
納めた税金 約13万円

国・県の補助金などの
他の財源 約21万円

市民1人あたり

約 34 万円約 34 万円
使われています

（令和 2 年 2 月末現在の人口 55,048 人） 

　全国のみなさまから寄附いただいたふるさと応援寄附金は、ふるさと応援基金としていったん積み立てを
しています。令和 2 年度はそのうち 1 億3,800万 8 千円を取り崩し下記の事業の財源に活用する予定です。
　・防犯カメラ設置事業
　・（仮称）中山道大月多目的広場整備事業
　・みずほ演劇祭
　・安八穂積線バス運行負担金
　・みずほふれあいフェスタ
　・民間施設活用事業、地域ブランド戦略事業
　・小中学校ICT事業
　　（電子黒板、デジタル教科書） 小簾紅園整備工事

令和元年度は小簾紅園整備工事や、
公共施設の防犯カメラ設置などに活用しました。

防犯カメラ設置事業（真菰池公園）
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事　業 消防施設管理事業
担当課 企画部

市民協働安全課 予算額 R02年度 4,791万円
H31年度　7,700万円 財　源

市債　　　940万円
市　　　3,447万円
その他　　404万円

事　業 防災無線管理事業
担当課 企画部

市民協働安全課 予算額 R02年度 5,456万円
H31年度　6,041万円 財　源 市債　4,500万円

市　　　956万円

基本目標 1 ：
～安全で安心して暮らせるまち～

基本目標 1 ：
～安全で安心して暮らせるまち～

地域の消防力の強化を図ります
　瑞穂市では各小学校区ごとに消防団が配置されて
おり、各分団ごとに活動の拠点となる詰所が設置さ
れています。

◆令和 2 年度 実施内容
　・第 1 分団詰所車庫の改修工事
　・第 1 分団、第 3 分団詰所の消防用ホース乾燥塔

設置工事

防災行政無線のデジタル化を推進します
　音声をより聞きやすくし、無線の多機能化を図るため、防災行政無線のデジタル化を推進します。

◆令和 2 年度 実施内容
　・子局デジタル化工事
　　南小学校区内 7 局

防災行政無線の子局
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事　業 牛牧排水機場改修事業
担当課 都市整備部

都市開発課 予算額 R02年度 1 億3,030万円
H29～31年度　 8 億9,600万円 財　源 市　　　　　　　30万円

その他　 1 億3,000万円

事　業 防犯カメラ設置事業
担当課

都市整備部　都市管理課
教育委員会　教育総務課

他
予算額 R02年度 1,115万円

H31年度　3,614万円 財　源 市　　　　  2 万円
その他　1,113万円

基本目標 1 ：
～安全で安心して暮らせるまち～

基本目標 1 ：
～安全で安心して暮らせるまち～

牛牧排水機場の改修を進めています
　昭和32年に設置された排水機場の老朽化による
機能低下等により、豪雨時に浸水被害のおそれを
解消するため、国の犀川遊水地事業に併せて改修
を行っています。

◆令和 2 年度 実施内容
　・牛牧排水機場改修（国への委託金工事）
　　　上屋工事
　　　機械設備設置工事
　　　場内整備工

コミュニティセンターや放課後児童クラブ等に 
防犯カメラを設置します
　防犯環境整備のため市内の施設に防犯カメラを設置します。

◆令和 2 年度 実施内容
　・コミュニティセンター　 3 施設
　・樽見鉄道駅前広場　　　 3 施設
　・牛牧団地公園他　　　　 5 施設
　　（平成31年度より都市公園内に 4 ヶ年計画で実施）
　・放課後児童クラブ　　　 2 施設　に設置

南小校区放課後児童クラブ

牛牧団地公園

※現時点の予定であり、今後変更する可能性もあります。
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事　業 可燃ごみ処理事業（西濃環境整備組合負担金）
担当課 環境水道部

環境課 予算額 R02年度 2 億5,042万円
H31年度　 2 億5,109万円 財　源 市　 　 2 億1,540万円

その他　　 3,502万円

事　業 上水道施設整備事業
担当課 環境水道部

上水道課 予算額 R02年度 4 億　430万円
H31年度　 4 億2,801万円 財　源 市　　　　　2,978万円

その他　 3 億7,452万円

基本目標 2 ：
～便利で快適に暮らせる美しいまち～

基本目標 2 ：
～便利で快適に暮らせる美しいまち～

ごみ減量に向けて取り組んでいます
　可燃ごみの焼却処理を、 3 市 7 町で組織する西濃環境整備組合の施設で行っています。焼却処理や施設
に要する経費は、ごみの搬入量の割合、人口の割合などによって各市町が負担しています。
　平成31年度から 5 年間で可燃ごみの中に含まれている資源ごみを減らすことで、一般家庭の可燃ごみの
量を減らす施策を進めています。

安全で安定した水をいつまでも
　水道普及率の向上を目指し、管路の拡充整備
を推進します。
　震災時に備え、管路の耐震化を推進します。

◆令和 2 年度 実施内容
　 ・配水管拡張工事
　・基幹管路網更新工事
　・重要給水施設連絡管路耐震化工事
　・配水管改良工事（老朽管の更新）
　・水源地施設更新工事

西濃環境整備組合

別府水源地の配水池



10

事　業 瑞穂処理区下水道施設整備事業
担当課 環境水道部

下水道課 予算額 R02年度　 1 億　500万円
H31年度 3,800万円 財　源

国　　6,100万円
市債　3,970万円
市　　　430万円

事　業 みずほバス・路線バス運行事業
担当課 企画部

総合政策課 予算額 R02年度　 1 億　 29万円
H31年度　　　8,446万円 財　源

県　　　　305万円
市　　　8,400万円
その他　1,324万円

基本目標 2 ：
～便利で快適に暮らせる美しいまち～

基本目標 2 ：
～便利で快適に暮らせる美しいまち～

豊かな水環境を未来に届けます
　瑞穂市の汚水処理施設の普及は非常に遅れており、市内の河川や水路は生活排水などにより汚濁していま
す。
　公共下水道事業は、瑞穂市第 2 次総合計画に重点施策と
位置づけられています。
　瑞穂市公共下水道は、平成27年 4 月に岐阜都市計画に定
められ、令和 2 年 3 月に定められた事業計画に基づき下水
道施設整備を進めます。

◆令和 2 年度 実施内容
　・下水道管路設計のための地質調査
　・下水道管路実施設計（基本設計）
　・下水処理場用地測量
　・下水道事業の官民連携導入可能性調査

みずほバスは市内各所へ 1 回100円でご乗車いただけます
　みずほバスは、ＪＲ穂積駅を起点として、市内を循環しており、
6 時台から20時台まで運行しています。通勤・通学はもちろん、

買い物や通院などの日常生活の移動など幅広い移動手段としてご
利用いただけます。

新規 4 月限定　「高校生のみずほバス無料化」

　 4 月限定で高校生は学生証を提示すると無料でみずほ
バスをご利用いただけます。
　バスに親しんでもらうことにより、今後継続的に利用
していただくことを目的として実施します。

●市内を運行するその他の路線バス
　 大野穂積線（ＪＲ穂積駅～大野バスセンター）
　 安八穂積線（ＪＲ穂積駅～安八温泉）
　 美江寺穂積線（巣南庁舎～ＪＲ岐阜駅）

アクアパークみずほ完成イメージ図

みずほバス

みずほバス・路線バスの
経路・時刻は、路線図や
各バス事業者ＨＰの他
に、「Googleマップ」な
どのバス運行情報システ
ムでも検索可能です。
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事　業 ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業
担当課

企画部　総合政策課
都市整備部
穂積駅圏域拠点整備課

予算額 R02年度　 1 億　331万円
H31年度　　　5,789万円 財　源 国　2,380万円

市　7,951万円

基本目標 2 ：
～便利で快適に暮らせる美しいまち～

JR穂積駅周辺の魅力の向上や活性化を目指します
　ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想の実現に向けた取組み

を進めます。

　ソフト事業では、地方創生による地域活性化に向

けた賑わいの取組みの継続と、まちづくり体制の確

立に向けた地域組織の母体形成を進めるとともに、

一方通行化社会実験結果等による地域課題の改善を

目指します。

　ハード事業では、都市計画事業による土地区画整

理事業の実施や幹線道路、駅前広場などの都市施設

の整備に向けて、具体的な計画の策定を進めます。

◆令和 2 年度 実施内容
【ソフト事業】ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業

・瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想中期計画の推進

・駅周辺の担い手グループの組織化に向けた協議

・駅周辺を活用した賑わいの創出と進化の継続検討

・市内外の教育機関との人材交流

・駅周辺道路・交通環境改善の結果を踏まえた

　改善検討及び実施

【ハード事業】ＪＲ穂積駅周辺整備事業　

・ＪＲ穂積駅周辺整備検討委員会の実施

・土地区画整理事業の実施に向けた現地調査

　測量等の実施

・都市計画施設（幹線道路、駅前広場等）

　計画原案の作成

・事業計画の策定

ほづみ夜市の様子

ＪＲ穂積駅周辺

一方通行化社会実験中の様子
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老朽化した橋りょう・道路などの点検や維持管理を進めます
◆令和 2 年度 工事予定箇所

【橋りょう】
　橋りょう長寿命化計画に基づき修繕工事（ 2 橋予定）
を実施するとともに、市内にある 2 ｍ以上の橋りょう595
橋のうち94橋について点検を実施します。

【道路】
　指定通学路や交通量の多い道路において、歩行者等の安全確保のため、交差点待場に防護柵の設置を実施
します。

公園の整備を進めます
　 瑞穂市公園・緑地等基本計画に基づき、市民の安らぎと憩いをもたらす
良好な都市環境を創出するため公園の整備を進めています。

◆令和 2 年度 実施内容
　・（仮称）穂積ふれあい公園用地の取得

事　業 社会資本整備総合交付金（仮称）柳一色歩道橋整備事業
担当課 都市整備部

都市開発課 予算額 R02年度　 1 億4,425万円
H31年度　　　4,668万円 財　源 国　　6,400万円　市　　　1,265万円

市債　5,760万円　その他　1,000万円

基本目標 2 ：
～便利で快適に暮らせる美しいまち～

生津大橋（天王川） 保育園橋（糸貫川）

※イメージ図であり、地区にあった整備を行っていきます。

歩道橋の整備を進めています
　一級河川中川に架かる柳一色橋を通行する歩行者・自転車
通行者の安全を確保するため、平成31年度から引き続き歩道
橋等の新設整備を行います。

◆令和 2 年度 実施内容
　・新設歩道橋（下部工）工事

事　業 社会資本整備総合交付金（防災・安全）事業
担当課 都市整備部

都市管理課 予算額 R02年度 6,610万円
H31年度　5,611万円 財　源 国　　2,660万円　市　　　　100万円

市債　1,950万円　その他　1,900万円

基本目標 2 ：
～便利で快適に暮らせる美しいまち～

事　業 公園新設整備事業
担当課 都市整備部

都市開発課 予算額 R02年度　9,437万円 財　源
市　　　　237万円
その他 　9,200万円

基本目標 2 ：
～便利で快適に暮らせる美しいまち～

新規
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事　業 道路維持補修事業
担当課 都市整備部

都市管理課 予算額 R02年度 1 億3,227万円
H31年度　 1 億1,274万円 財　源 市　　　　　1,227万円

その他　 1 億2,000万円

事　業 ブロック塀等撤去工事費補助金交付事業
担当課 都市整備部

都市開発課 予算額 R02年度　600万円 財　源
国　300万円
県　150万円
市　150万円

基本目標 2 ：
～便利で快適に暮らせる美しいまち～

基本目標 2 ：
～便利で快適に暮らせる美しいまち～

安全な道路環境の 
充実を図ります
　安全な道路環境の確保のため、舗装や側
溝等の修繕工事を実施します。
　また、歩行者や自転車等への安全性の向
上のため、小中学校の指定通学路や宅地開
発が進んでいる地域の区画線の更新、水路
転落防止柵の設置を行います。

◆令和 2 年度 実施内容
　・舗装・側溝補修
　・区画線の更新
　・水路転落防止柵設置

通学路沿いの安全確保を進めます
　 大規模災害が危惧されるなか、子供たちが安全・安心に通学できる
よう、通学路沿いにおけるブロック塀等撤去工事費の一部を補助する
制度を実施しています。

◆制度の内容
　〇対象となる条件
　　・通学路に指定されている道路に面していること
　　・コンクリートブロック造、れんが造、大谷石等の組積造の塀（門柱を含む）
　　・道路面からの高さが60cm以上、長さが 2 ｍ以上の塀
　　・申請前に着手していないこと
　　・塀の所有者が申請すること

　〇補助額
　　・ 「撤去工事費（消費税を除く）」と「撤去面積に 1 万円/㎡を乗じた額」のい

ずれか少ない額
　　・補助率　工事費の 2 / 3 （限度額30万円）

　　※事業の実施にあたり、「社会資本整備総合交付金（防災・安全）」
　　　及び「岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金」を活用しています。

整備前（本田地内） 整備後

整備前（美江寺地内） 整備後
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事　業 福祉医療費助成事業
担当課 市民部

医療保険課 予算額 R02年度 6 億8,854万円
H31年度　 6 億7,684万円 財　源

県　　　 1 億8,778万円
市　　　 4 億4,623万円
その他　　　 5,453万円

事　業 国民健康保険事業
担当課 市民部

医療保険課 予算額 R02年度 45億4,316万円
H31年度　46億　298万円 財　源

県　　　31億4,208万円
市　　　 3 億5,947万円
その他　10億4,161万円

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

乳幼児等、重度心身障害者（児）、母子家庭等の母及びその子、
父子家庭の父及びその子に対し、保健の向上と福祉の増進を
図るため、医療費助成事業を実施しています

制　　　度 対　　象　　者

乳　幼　児　等 18歳到達の年度末まで（平成28年10月から）

重度心身障害者
・身体障害者手帳 1 ～ 3 級
・療育手帳A 1 、A 2 、B 1
・精神障害者保健福祉手帳 1 、 2 級等をお持ちのかた

母 子 家 庭 等 母子家庭等の母と子（子が18歳到達の年度末まで）

父　子　家　庭 父子家庭の父と子（子が18歳到達の年度末まで）

瑞穂市国民健康保険加入者を対象に保険給付事業、特定健康
診査・特定保健指導等保健事業、国民健康保険税の 
賦課・徴収事務を行っています

被保険者数（令和 2 年 1 月末） 10,049人

加入世帯数（令和 2 年 1 月末） 6,182世帯

平成30年度特定健康診査受診率
（法 定 報 告 値） 45.5%

新規 ◆令和 2 年度 実施事業

脳ドックの検査費用を助成（上限あり）
　国が推進する健康寿命の延伸及び「健幸都市みずほ」の政策として、これまでの人間ドック助成に加
え、主要な死因のひとつである脳血管疾患の予防・改善を図ります。

主な保健事業
・特定健康診査
・特定保健指導
・特定歯科健診
・ランチョンセミナー
・人間ドック費用助成事業
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事　業 子ども食堂運営事業
担当課 健康福祉部

福祉生活課 予算額 R02年度　30万円 財　源 県　15万円
市　15万円

事　業 ひとり親家庭の子どもの生活・学習支援事業
担当課 健康福祉部

福祉生活課 予算額 R02年度　549万円 財　源
国　274万円
県　137万円
市　138万円

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

子ども食堂を開催します
　孤立、孤食の解消のため、子ども及びその親に対し、地域の大人が連携し、温かい食事やコミュニティの
場を提供します。

◆令和 2 年度 実施内容
　　・平日　毎月第 3 火曜日
　　・夏休み期間：毎週火曜日
　　　（令和 2 年 7 月下旬～ 8 月下旬）
　　・利用負担金：200～300円/人
　　・実施場所：市総合センター又は市民センターの調理室

新規

新規

事　業 自治会活動支援事業
担当課 企画部

市民協働安全課 予算額 R02年度 4,032万円
H31年度　5,920万円 財　源 市　　　3,932万円

その他　　100万円

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

単位自治会・小学校区自治会連合会等のコミュニティ
を推進し、地域共生社会を目指します
　地域のつながりを強化するため、世代を超えて
人と人がつながる自治会・校区自治会連合会など
を支援します。また地域の活動の拠点となる公民
館の改修・新築の支援や、ふるさとの河川周辺環
境と生態系の保全事業への支援も行います。

学習の場の提供・生活習慣の習得を支援します
　ひとり親の中学生のかたを対象に、高校進学を支援するための学習の場の
提供、基本的な生活習慣の習得、居場所作りを目的として事業を実施します。

◆令和 2 年度 実施内容
　・少数指導制
　・教科は英語、数学
　・利用料は無料
　・市内の公共施設にて実施

別府北町自治会
三世代軽スポーツ大会

本田校区自治連合会
ハリヨの生息する排水路での清掃活動
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事　業 地域包括ケアシステムの構築関連事業
担当課 健康福祉部

地域福祉高齢課 予算額 R02年度 9,312万円
H31年度　8,260万円 財　源 市　　　1,243万円

その他　8,069万円

事　業 軽度認知障がい（ＭＣＩ）予防プログラム実施事業
担当課 健康福祉部

地域福祉高齢課 予算額
R02年度 272万円
H31年度　266万円
※地域包括ケアシステムの構築関連事業費の一部

財　源 その他　272万円

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

「地域包括ケアシステムの構築」を進めます
　高齢者が、介護が必要となっても住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことを目的に、医療、介護、
介護予防、生活支援、住まいが切れ間なく提供できる体制の構築（＝地域づくり）を目指します。

◆地域包括ケアシステムの構築に向けた主な事業
■介護予防・日常生活支援総合事業

　高齢者の介護予防教室の開催など健康
づくりを主とした支援を行います。
・要支援認定者、事業対象者向け通所型

サービスA（ 7 教室）
・65歳以上一般介護予防教室（ 3 教室延

べ11か所）
・高齢者の社会参加及び居場所づくりに

対する補助
■生活支援体制整備推進事業

　高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むための支え合いの地域づくりを市全
体及び小学校区において推進します。
　生津、本田、穂積、牛牧校区にて、地域支え合い推進会議を実施し事業を推進するほか、他校区にお
いても順次進めていきます。

■認知症総合支援事業
　高齢者が、可能な限り住みなれた地域で自立した日常生活を営むための認知症の対策事業です。認知
症の早期の発見や関わり、相談、予防、ケアや居場所づくりなどの支援をします。
・認知症の方に対する登録制度及び損害賠

償保険加入制度の実施
・認知症カフェの開催
・認知症サポーターの養成

■在宅介護・医療連携事業
　在宅医療と介護とのスムーズなつながり
づくり、多職種の連携に向けての専門職の
研修会や、住民のかたへの講演会の実施な
ど。

認知症の予防教室等を実施しています
　軽度認知障がいは認知症ではなく、認知症になる前の段階において予防策や治療などの対策をとることで、
認知症への進行を阻止又は遅らせることを目的とします。
　「あたまの健康チェック」を実施されたかた全員に事後教室を案内し、軽度認知障がいの疑いと判定され
たかたには事後教室参加を勧奨します。（事後教室は、毎週 1 回・ 3 か月で 1 クールの予定です。）

協議体（地域支え合い推進会議又は福祉部会）のしくみ
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事　業 自動車急発進抑制装置整備費補助金交付事業
担当課 健康福祉部

地域福祉高齢課 予算額 R02年度　300万円 財　源 その他　300万円

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

後付けの急発進抑制装置の装着に補助します
　高齢運転者によるアクセルとブレーキの踏み間違いが原因とされる交通事故が社会問題となっています。
瑞穂市では、高齢運転者の交通事故を防止するため、自動車急発進抑制装置を取り付けた方を対象に、費用
の一部を補助します。
■対象となるかた
　①市内に居住し、市の住民基本台帳に記録されている、現に市内に居住している満65歳以上の運転免許

を有しているかた
　②非営利かつ自ら使用する目的で補助の対象となる自動

車へ急発進抑制装置を取り付けたかた
　③市税等を滞納していないかた
■補助額
　補助対象経費の 2 分の 1 （上限 3 万円）

新規

事　業 市ねんりんピック運営事業
担当課 健康福祉部

地域福祉高齢課 予算額 R02年度　2,589万円
H31年度　　100万円 財　源 市　　2,589万円

※実行委員会へ県からの
　補助がある予定です。

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

2020年（10月31日（土）～11月 3 日（火・祝））に 
第33回　全国健康福祉祭ぎふ大会 
　　　　～ねんりんピック岐阜2020～が開催されます
　瑞穂市においては、期間中にソフトテニス及びいきいき
オレンジビクス体操が開催されます。
　令和 2 年度は、以下の事業を中心に、ねんりんピック岐
阜2020瑞穂市実行委員会へ補助します。

◆令和 2 年度 実施内容
　・ねんりんピックＰＲ事業
　・競技運営事業

会場：生津スポーツ広場・穂積北中学校

会場：瑞穂市民センター
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事　業 親子あそび教室事業
担当課 健康福祉部

健康推進課 予算額 R02年度 42万円
H31年度　32万円 財　源 市　42万円

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

子育て期の様々な悩みや不安の軽減とお子さんの 
健やかな成長を目指しています
みずほキッズの豊かなこころとからだを育むために親子あそび教室を開催しています。

親子ふれあい教室（ 3 ～ 4 か月児）
赤ちゃんとのふれあいを楽しみます。

親子運動教室（ 2 歳 6 ～ 7 か月児）
からだを使って親子で楽しみます。

1 歳児教室（ 1 歳児）
みんなでお誕生日をお祝いし笑顔あふれる遊びを楽しみます。

開催場所　巣南保健センター

事　業 若年の健康づくり事業
担当課 健康福祉部

健康推進課 予算額 R02年度 664万円
H31年度　558万円 財　源 その他　664万円

基本目標 3 ：
～心が通う助け合いのまち～

若い世代から市民の健康を支えます
　20歳代・30歳代の若い世代から毎年健康診査を受けていただき、その結果に基づいて自己管理できる市
民の増加を目指した保健活動や健康づくり事業を行います。

《goodライフ健康診査（若年層健康診査）》

対象者 20歳～38歳のかた（令和 2 年 4 月 1 日現在）

自己負担金 500円

健診内容 問診・医師による診察・身体計測・血圧測定・
尿検査・血液検査・心電図検査

実施医療機関 市内指定医療機関

《goodライフ健康セミナー》

対象者 20歳代・30歳代で健康診査を受けたかた（職場等での健診を含む）

セミナー種類 【健診基礎編】～健診結果の見方について＆栄養のおはなし～
【疾病予防編】～脂質異常症予防のおはなし＆栄養のおはなし～

新規
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事　業 保育所運営事業
担当課

教育委員会
幼児支援課
教育総務課

予算額 R02年度 15億2,546万円
H31年度　15億2,837万円 財　源 国　 2 億3,451万円　市　10億6,628万円

県　 1 億2,552万円　その他 9,915万円

基本目標 4 ：～夢あふれ希望に満ちたまち～

待機児童対策を進めます
◆ 3 歳未満児の受入れ体制の拡充
・潜在保育士就業促進事業の実施　　保育士確保
・保育所整備計画に基づき施設整備を進め、未満児の受け入れ施設の充実を図ります。
　【その他】
　　・子育て支援員研修を実施し、保育補助者の養成をしています。

学校施設等の長寿命化計画（個別施設計画）を策定します
　施設ごとに老朽化の実態を把握し、計画的に維持管理を行う基礎資料として、良好な環境を形成、整備す

ることを目的に「瑞穂市学校施設等の長寿命化計画」を策定します。

◆令和 2 年度 実施内容
　・小学校の計画策定
　・中学校の計画策定
　 ・幼稚園の計画策定

民間主導の放課後児童クラブ開設及び運営の 
補助を実施します
◆利用環境の拡大を図り、待機児童の解消を図ります。
　利用の増加が見込まれる放課後児童クラブについて、民間事業主導の放課後児童クラブに対する開設及び
運営補助を行います。

事　業 学校施設等長寿命化計画策定事業
担当課 教育委員会

教育総務課 予算額 R02年度　1,328万円 財　源 市　1,328万円

事　業 放課後児童健全育成事業補助金
担当課 教育委員会

幼児支援課 予算額 R02年度　689万円 財　源
国　229万円
県　229万円
市　231万円

基本目標 4 ：
～夢あふれ希望に満ちたまち～

基本目標 4 ：
～夢あふれ希望に満ちたまち～

新規

新規
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ＡＬＴ（外国語指導助手）を 6 人から 9 人に増員し、 
市内小中学校の英語教育を充実させます
　令和 2 年度から、小学校 5 、 6 年生で英語科の授業が始まります。また 3 、 4 年生の外国語活動の授業
時数も増加します。以上を踏まえ、ＡＬＴを増員して、子どもたちのコミュニケーション能力の育成や英語
力の向上を目指します。

　〈学習指導要領で示されている標準授業時数〉

学年・教科等 H31 R02

小学 3 、 4 年　外国語活動 15時間 35時間

小学 5 、 6 年　英語科 50時間
（外国語活動） 70時間

いつでもだれでも利用できる芝生広場を中心とした 
多目的広場を整備します
　整備基本計画に基づき、平成31年度から
令和 3 年度までの継続事業

（総額 6 億 1 千万円）

◆令和 2 年度 実施内容
　・第 2 期工事着工（大型遊具・建築施設などの整備）

事　業 外国語指導助手（ＡＬＴ）派遣事業
担当課 教育委員会

学校教育課 予算額 R02年度 4,515万円
H31年度　3,759万円 財　源 市　4,515万円

事　業 （仮称）中山道大月多目的広場整備事業
担当課 教育委員会

生涯学習課 予算額 Ｒ02年度　 2 億9,886万円
Ｈ31年度　 1 億円 財　源

県　　　　　1,000万円 
市　　　　　1,386万円
その他　 2 億7,500万円

基本目標 4 ：
～夢あふれ希望に満ちたまち～

基本目標 4 ：
～夢あふれ希望に満ちたまち～

ALT

ALTと楽しく英語を学んでいます。
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事　業 中小企業・小規模事業者向け融資利子補給事業
担当課 都市整備部

商工農政観光課 予算額 R02年度　300万円 財　源 市　　300万円

基本目標 5 ：
～活気あふれる元気なまち～

市内の中小企業・小規模事業者へ利子補給をします
　市内中小企業・小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、瑞穂市商工会会員が県資金融資制度等を利
用した際に利子補給を行います。商工会と連携し実施することで商工会の会員増加も目指します。
利子補給の内容について

期　間 借り入れ後 7 年以内

補助対象者 商工会を通じて県資金融資制度及び日本政策金融公庫の融資を受けた方
市税を完納しているかた

利子補給額 1 年間の支払利息の20%以内とし、年 5 万円を限度額とする。
手続き方法 瑞穂市商工会を通じて申請

※新型コロナウィルスに関してセーフティネット 4 号または危機関連保証認定を受けて県の融資を受けた
場合は、 1 年間に限り100％以内に増額します。

※詳細内容は商工農政観光課または瑞穂市商工会へお問い合わせください。

新規

生涯学習施設維持管理計画に基づき施設の改修を実施します
◆令和 2 年度改修箇所（主なもの）
　・市民センター
　　天井補修工事
　・総合センター
　　中央監視装置更新工事
　　ボーダーケーブル更新工事
　・巣南公民館
　　屋根改修工事

小
お

簾
ず

紅
こう

園
えん

休憩所を試験的に有人化します
　再整備した小簾紅園をより魅力のある観光スポットとするため、観光シーズン中の
小簾紅園休憩所を試験的に有人化し、観光客対応を実施します。また、今後の施策展
開の基礎資料とするため通行量調査も行います。

中山道に芝桜の植栽を行います
　歴史的価値の高い中山道を散策する方に景観を楽しんでもらえるように、芝桜の植
栽を行います。

事　業 生涯学習施設改修等事業
担当課 教育委員会

生涯学習課 予算額 Ｒ02年度 8,365万円
Ｈ31年度　 1 億3,073万円 財　源 市　8,365万円

基本目標 4 ：
～夢あふれ希望に満ちたまち～

事　業 中山道整備事業
担当課 都市整備部

商工農政観光課 予算額 R02年度　145万円 財　源 市　145万円

基本目標 5 ：
～活気あふれる元気なまち～

新規
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市民が主体の市民参画による協働のまちづくりを 
推進します

　「まちづくり基本条例」に基づき、地域課題の解
決に向けた取り組みを市民協働により実施するた
めに、市内小学校区単位で「タウンミーティング」
の実施や協働のまちづくりのための人材育成研修
などを実施します。

新庁舎を建設するため、基金を積み立てます
　現在使用している庁舎は老朽化、施設の狭あい、バリアフリーへの対応が十分でないため、令和14年の
供用を目指して建設基金を30億円積み立てます。
　平成29年 2 月に公表した瑞穂市庁舎将来構想では、庁舎建設費を約40
億円と仮定し、毎年 2 億円を建設基金として積み立て、令和14年に供用
を開始する財源計画を以下のように示しています。

人口（人）
財源（千円）

一般財源 建設基金 地方債 合計
54,837人

（瑞穂市）
200,000

5.0％
3,000,000

75.0％
800,000
20.0％

4,000,000

※人口は、2030年推計値

事　業 まちづくり基本条例推進事業
担当課 企画部

市民協働安全課 予算額 R02年度 258万円
H31年度　241万円 財　源 市　258万円

事　業 新庁舎建設事業
担当課 総務部

財務情報課 予算額 R02年度 2 億円
H31年度　 2 億円 財　源 市　 2 億円

共通目標
～持続可能な都市経営のまち～

共通目標
～持続可能な都市経営のまち～

新庁舎建設基本構想に関する
市民説明会の様子

第 2 次総合計画後期基本計画を 
策定します
　平成28年度からスタートした瑞穂市第 2 次
総合計画の前期基本計画（平成28～32年度）は、
令和 2 年度をもって計画期間が終了します。
　時代潮流や新たな施策ニーズなど市民意向を
反映した後期基本計画（令和 3 ～ 7 年度）を策
定します。

事　業 総合計画策定事業
担当課 企画部

総合政策課 予算額 R02年度　795万円 財　源 市　795万円

共通目標
～持続可能な都市経営のまち～

新規



わたしたちは　揖斐　長良の清流とともに生き
長い歴史と文化に誇りを持ち　自由で住みよいまちづくりに
力を合わせていくことを　ここに誓います

1　豊かな水と緑あふれる　美しいまちをつくります
1　健康で心がかよう　明るいまちをつくります
1　文化が香りスポーツに親しむ　さわやかなまちをつくります
1　助けあい支えあう　優しいまちをつくります
1　夢をはぐくみ希望に満ちた　幸せなまちをつくります

〒501-0293 岐阜県瑞穂市別府1288番地
058-327-4131電話

わかりやすい令和２年度瑞穂市の予算
瑞穂市役所 総務部 財務情報課

http://www.city.mizuho.lg.jp
zaimu@city.mizuho.lg.jp

ホームページ
メ ー ル

令和 2 年10月 1 日を基準日として 
全国一斉に国勢調査を行います
　この調査は、住民票などの届け出に関係なく、日本国内に住んでいる
すべての人を対象に、普段住んでいるところで調査します。
　パソコンやスマートフォンからインターネットによる回答が便利で
す。紙の調査票による回答も可能です。

日程 内容

9 月14日（月）～ 調査員が各世帯を訪問。インターネットによる回答ができます。

10月 1 日（木）
　～20日（火）

インターネットによる回答がされていない世帯を調査員が訪問
して、紙の調査票を回収します。郵送による提出もできます。

事　業 国勢調査事業
担当課 企画部

総合政策課 予算額 R02年度　3,096万円 財　源 県　3,096万円

共通目標
～持続可能な都市経営のまち～

ご回答をよろしくお願い
します。

新規




