
 

令和２年第１回瑞穂市議会定例会提出議案の要旨 

令和２年２月１９日 

【行政報告】 

令和２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 

 

【議案】 

 １．人事案件      １件 

 ２．契約の変更     ２件 

 ３．条例の制定     １件 

 ４．条例の廃止     １件 

 ５．条例の改正     ８件 

 ６．補正予算      ７件 

 ７．当初予算      ６件 

 ８．道路の認定     ４件 

         合計 ３０件 

 

議案第２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２年６月３０日に満了となることから、引き続き人権擁護委員の

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３号 平成２９年度犀川遊水地牛牧排水機場改築工事委託契約の変更（第４回）につ

いて 

 建設発生土の一部を機場本体工の埋戻しに利用したことにより搬出土が削減されたこと等に伴

い委託金額を減額する必要が生じたため、議会の議決を求めるもの。 
 

議案第４号 平成２９年度犀川遊水地牛牧排水機場機械設備改築工事委託契約の変更（第２

回）について 

 機場本体工の工期延長により機械設備が工期内に据え付けられなくなったことに伴い委託金額

を減額する必要が生じたため、議会の議決を求めるもの。 
 

議案第５号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について 

 地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５４号）の公布に伴い、市関係条例の改

正を行うもの。 
 

議案第６号 瑞穂市中小企業損失補償条例を廃止する条例について 

 瑞穂市中小企業損失補償制度を廃止するため、市条例を廃止するもの。 
 

議案第７号 瑞穂市印鑑条例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）の施行に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

 



 
議案第８号 瑞穂市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

 瑞穂市いじめ問題対策委員会を新設するため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第９号 瑞穂市職員定数条例等の一部を改正する条例について 

 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、

市関係条例の改正を行うもの。 
 

議案第１０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の一部を改正

する条例について 

 健康管理医の報酬を事業場の職員規模に応じた額とするため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１１号 瑞穂市手数料条例の一部を改正する条例について 

 住民の利便性向上のため、土地地番図を交付し、その手数料の負担を求めることに伴い、市条例

の改正を行うもの。 
 

議案第１２号 瑞穂市基金条例の一部を改正する条例について 

 瑞穂市地域福祉基金及び瑞穂市ふるさと農村活性化対策基金の運用方法を変更し、並びに瑞穂市

遺跡和宮公園維持管理基金を廃止するため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１３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 

 国民健康保険の被保険者としない者の規定を設ける等のため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１４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（令和元年政令第１１２号）の公布に伴い、市条例の改正を

行うもの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
議案第１５号 平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第６号） 

 歳入歳出それぞれ７４４，７７８千円を減額し、歳入歳出予算総額を１７，６６７，９３２千円

とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税            4,238  ＜歳出＞ 議会費     △6,896 

     地方譲与税         4,000       総務費    △137,125 

     利子割交付金       △4,000       民生費    △153,273 

     配当割交付金        10,000       衛生費     △72,020 

     株式等譲渡所得割交付金   5,000       農林水産業費  △16,389 

     地方消費税交付金     △38,000       商工費     △29,325 

     自動車取得税交付金     5,106       土木費    △171,244 

     環境性能割交付金     △21,000       消防費     △7,834 

     交通安全対策特別交付金    500       教育費    △148,580 

     分担金及び負担金       492       公債費     △2,092 

     使用料及び手数料     △4,619       合計     △744,778 

     国庫支出金        △95,957 

     県支出金         △7,396 

     財産収入          △695 

     寄附金          △49,900 

     繰入金         △411,645 

     諸収入           11,398 

     市債          △152,300 

     合計          △744,778 

 

議案第１６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４号） 

 歳入歳出それぞれ６２，７６４千円を追加し、歳入歳出予算総額を４，８３２，０３５千円とす

るもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税   60,038  ＜歳出＞ 総務費    △8,226 

     使用料及び手数料   △191       保険給付費 △21,769 

     国庫支出金       83       保健事業費 △10,186 

     県支出金     △25,995       基金積立金  92,587 

     財産収入         5       諸支出金   10,358 

     繰入金       22,705       合計     62,764 

     諸収入        6,119 

     合計        62,764 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
議案第１７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３号） 

 歳入歳出それぞれ２，８０５千円を減額し、歳入歳出予算総額を５３０，２４７千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療       ＜歳出＞ 総務費            △1,240 

     広域連合支出金   △60       後期高齢者医療広域連合納付金  1,365 

     繰入金     △2,733       保健事業費          △2,500 

     諸収入       △12       諸支出金            △430 

     合計      △2,805       合計             △2,805 

 

議案第１８号 平成３１年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳入歳出それぞれ２，８０２千円を減額し、歳入歳出予算総額を３１１，７２５千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金 △2,802  ＜歳出＞ 給食事業費 △2,802 

     合計       △2,802       合計    △2,802 

 

議案第１９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２号） 

 歳入歳出それぞれ１，８７４千円を減額し、歳入歳出予算総額を２４，２５１千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  △168  ＜歳出＞ 農林水産業費 △1,874 

     繰入金      △1,706       合計     △1,874 

     合計       △1,874 

 

議案第２０号 平成３１年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第２号） 

 収益的収入の予定額を３，４９１千円減額し、総額を５５８，７８６千円とするもの。 

 収益的支出の予定額を１９，７４２千円減額し、総額を４８０，９４０千円とするもの。 

 資本的収入の予定額を９，８０２千円減額し、総額を７３，８７６千円とするもの。 

 資本的支出の予定額を１５，９５０千円減額し、総額を４７３，０５６千円とするもの。 

 

議案第２１号 平成３１年度瑞穂市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 収益的収入の予定額を５，６１５千円追加し、総額を１９９，６３４千円とするもの。 

 収益的支出の予定額を５，６１５千円追加し、総額を１９９，６３４千円とするもの。 

 資本的収入の予定額を４９，２０６千円減額し、総額を４７，６６６千円とするもの。 

 資本的支出の予定額を４７，９８３千円減額し、総額を１０１，９３１千円とするもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
議案第２２号 令和２年度瑞穂市一般会計予算 

 歳入歳出予算総額 １８，４９０，０００千円 （前年度比較 840,000 千円、4.8%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税         6,975,055  ＜歳出＞ 議会費      165,694 

     地方譲与税       194,000       総務費     3,056,423 

     利子割交付金       8,700       民生費     7,080,612 

     配当割交付金      36,000       衛生費     1,571,510 

     株式等譲渡所得割              労働費       5,000 

     交付金         18,000       農林水産業費   119,116 

     法人事業税交付金    39,000       商工費      37,950 

     地方消費税交付金   1,151,000       土木費     1,897,233 

     環境性能割交付金    10,000       消防費      965,491 

     地方特例交付金     71,000       教育費     2,585,861 

     地方交付税      2,080,000       公債費      975,110 

     交通安全対策特別              予備費      30,000 

     交付金          7,300       合計     18,490,000 

     分担金及び負担金    20,444 

     使用料及び手数料    402,489 

     国庫支出金      2,249,137 

     県支出金       1,264,793 

     財産収入         6,269 

     寄附金         550,162 

     繰入金        1,663,309 

     繰越金         300,000 

     諸収入         608,342 

     市債          835,000 

     合計        18,490,000 

 

議案第２３号 令和２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 ４，５４３，１６２千円 （前年度比較 △59,817 千円、△1.3%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税   960,349  ＜歳出＞ 総務費            92,747 

     一部負担金        4       保険給付費        3,085,935 

     使用料及び手数料   1,002       国民健康保険事業費納付金 1,266,717 

     県支出金     3,142,075       共同事業拠出金          7 

     財産収入         89       保健事業費          73,255 

     繰入金       433,275       基金積立金            90 

     繰越金          1       諸支出金           4,411 

     諸収入        6,367       予備費            20,000 

     合計       4,543,162       合計           4,543,162 

 

 

 

 



 
議案第２４号 令和２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 ５９２，０１９千円 （前年度比較 67,979 千円、13.0%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料  441,660  ＜歳出＞ 総務費          7,991 

     使用料及び手数料      121       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         546,069 

     支出金          29,220       保健事業費        36,758 

     繰入金         120,334       諸支出金         1,201 

     繰越金            1       合計          592,019 

     諸収入           683 

     合計          592,019 

 

議案第２５号 令和２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 ２６，１８１千円 （前年度比較 56 千円、0.2%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  6,532  ＜歳出＞ 農林水産業費 14,269 

     繰入金      18,648       公債費    10,912 

     繰越金       1,000       予備費     1,000 

     諸収入         1       合計     26,181 

     合計       26,181 

 

議案第２６号 令和２年度瑞穂市水道事業会計予算 

 給水戸数         １８，６００戸 

 給水量       ４，９４５，０００㎥ 

 １日平均給水量      １３，５４８㎥ 

 収益的収入の予定額   ５７８，４２５千円 （前年度比較  16,148 千円、  2.9%） 

 収益的支出の予定額   ５２２，５５１千円 （前年度比較  23,724 千円、  4.8%） 

 資本的収入の予定額    ７３，５２５千円 （前年度比較 △10,153 千円、△12.1%） 

 資本的支出の予定額   ４６７，５００千円 （前年度比較 △21,506 千円、 △4.4%） 

 

議案第２７号 令和２年度瑞穂市下水道事業会計予算 

 接続戸数          ９６０戸 

 年間総排水量    ２９７，０００㎥ 

 一日平均排水量       ８１４㎥ 

 収益的収入の予定額 ２０７，０５７千円 （前年度比較 13,038 千円、 6.7%） 

 収益的支出の予定額 ２０７，０５７千円 （前年度比較 13,038 千円、 6.7%） 

 資本的収入の予定額 １５９，０７３千円 （前年度比較 62,201 千円、64.2%） 

 資本的支出の予定額 ２１９，６４９千円 （前年度比較 69,735 千円、46.5%） 

 

議案第２８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１号（県道の路線

の変更に伴う場合）の規定により、市道路線を認定するもの。 

 

 



 
議案第２９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２号（都市計画法

に規定する開発事業による管理引継ぎ）の規定により、市道路線を認定するもの。 

 

議案第３０号 市道路線の認定について（その３） 

 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３号（都市計画法

以外の開発事業による管理引継ぎ）の規定により、市道路線を認定するもの。 

 

議案第３１号 市道路線の認定について（その４） 

 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

画により整備）の規定により、市道路線を認定するもの。 

 


