
 

令和３年第１回瑞穂市議会定例会提出議案の要旨 

令和３年２月１７日 

【行政報告】 

令和３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．計画の策定     １件 

 ３．条例の制定     １件 

 ４．条例の改正     ５件 

 ５．補正予算      ６件 

 ６．当初予算      ６件 

 ７．道路の認定     ３件 

 ８．道路の廃止     １件 

         合計 ２４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３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 瑞穂市第２次総合計画後期基本計画の策定について 

 瑞穂市第２次総合計画の策定より令和３年３月３１日をもって５年が経過することを機に、市を

取り巻く社会情勢の変化を踏まえて基本計画の見直しを行い、市の目指す市民参加と協働のまちづ

くりを推進するため、後期基本計画を別冊のとおり策定するもの。 

 

議案第４号 瑞穂市地域振興券支払基金条例の制定について 

 瑞穂市地域振興券交付事業に際し、換金事務を円滑かつ簡素化するため、新たに基金を設置した

く、市条例の制定を行うもの。 

 

議案第５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 

 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）による権利擁護支援の協議

会を組織するため、市条例の改正を行うもの。 

 

議案第６号 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 

 保険医療機関等での電子資格確認の運用開始に伴い、市条例の改正を行うもの。 

 

議案第７号 瑞穂市保育所条例の一部を改正する条例について 

 健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第３８１号）の施行に伴い、市条例の

改正を行うもの。 

 

 

 

 



 

議案第８号 瑞穂市国民健康保険条例及び瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律（令和３年法律第５号）の施行に

伴い、市関係条例の改正を行うもの。 

 

議案第９号 瑞穂市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 道路構造令の一部を改正する政令（平成３１年政令第１５７号）の施行に鑑み、自転車通行帯の

設置要件を規定する等のため、市条例の改正を行うもの。 

 

議案第１０号 令和２年度瑞穂市一般会計補正予算（第１１号） 

 歳入歳出それぞれ９２３，８７０千円を減額し、歳入歳出予算総額を２５，８８６，３０１千円

とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税           57,706  ＜歳出＞ 議会費     △10,814 

     地方譲与税       △11,000       総務費    △124,796 

     利子割交付金         201       民生費    △240,587 

     配当割交付金       △4,000       衛生費    △107,766 

     株式等譲渡所得割交付金  △1,000       労働費        0 

     法人事業税交付金     △4,000       農林水産業費  △14,369 

     地方消費税交付金     40,735       商工費     △32,644 

     地方交付税       △92,000       土木費    △151,476 

     交通安全対策特別交付金   △400       消防費     △39,266 

     分担金及び負担金      △374       教育費    △199,552 

     使用料及び手数料    △65,728       公債費     △2,600 

     国庫支出金       △90,700       合計     △923,870 

     県支出金        △87,611 

     財産収入         30,261 

     寄附金            382 

     繰入金         △759,021 

     諸収入          △3,621 

     市債           66,300 

     合計          △923,870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案第１１号 令和２年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

 歳入歳出それぞれ８，３３３千円を減額し、歳入歳出予算総額を４，６５９，３６０千円とする

もの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 国庫支出金   6,557  ＜歳出＞ 総務費           △266 

     県支出金    4,507       保険給付費        △8,071 

     財産収入      4       国民健康保険事業費納付金    0 

     繰入金   △25,914       保健事業費           0 

     諸収入     6,513       基金積立金           4 

     合計     △8,333       諸支出金            0 

                      予備費             0 

                      合計           △8,333 

 

議案第１２号 令和２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８３５千円を追加し、歳入歳出予算総額を６０３，８４４千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 国庫支出金   △199   ＜歳出＞ 総務費             0 

     後期高齢者医療            後期高齢者医療広域連合納付金 835 

     広域連合支出金 △880        保健事業費           0 

     繰入金     1,914        合計             835 

     合計       835 

 

議案第１３号 令和２年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳入歳出それぞれ１，８２８千円を減額し、歳入歳出予算総額を２４，３７５千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金   150  ＜歳出＞ 農林水産業費 △1,828 

     使用料及び手数料   150       公債費       0 

     繰入金      △2,128       合計     △1,828 

     合計       △1,828 

 

議案第１４号 令和２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５，５０３千円追加し、総額を５８５，６８８千円とするもの。 

 収益的支出の予定額を１０，０１９千円減額し、総額を５１４，２９２千円とするもの。 

 資本的収入の予定額を５１０千円追加し、総額を７４，０３５千円とするもの。 

 資本的支出の予定額を７２，１４３千円減額し、総額を３９５，３５７千円とするもの。 

 

議案第１５号 令和２年度瑞穂市下水道事業会計補正予算（第４号） 

 収益的収入の予定額を９，６０４千円減額し、総額を２０３，９４６千円とするもの。 

 収益的支出の予定額を４，０４０千円減額し、総額を２０３，９４６千円とするもの。 

 資本的収入の予定額を１，２４６千円減額し、総額を１６０，７５５千円とするもの。 

 資本的支出の予定額を４，９１０千円減額し、総額を２１７，６６７千円とするもの。 

 

 

 



 

議案第１６号 令和３年度瑞穂市一般会計予算 

 歳入歳出予算総額 １８，６３０，０００千円 （前年度比較 140,000 千円、0.8%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税        6,779,495  ＜歳出＞ 議会費      163,248 

     地方譲与税      179,000       総務費     2,962,909 

     利子割交付金      8,000       民生費     7,336,042 

     配当割交付金     31,000       衛生費     1,531,938 

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

     交付金        11,000       農林水産業費   159,582 

     法人事業税交付金   54,000       商工費      73,262 

     地方消費税交付金  1,111,000       土木費     1,897,007 

     環境性能割交付金   22,000       消防費     1,005,952 

     地方特例交付金    116,900       教育費     2,475,612 

     地方交付税     2,287,800       公債費      989,448 

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

     交付金         6,600       合計     18,630,000 

     分担金及び負担金   23,747 

     使用料及び手数料   385,067 

     国庫支出金     2,382,385 

     県支出金      1,338,212 

     財産収入        5,908 

     寄附金        500,083 

     繰入金       1,221,463 

     繰越金        300,000 

     諸収入        632,140 

     市債        1,234,200 

     合計       18,630,000 

 

議案第１７号 令和３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 ４，４６７，４５１千円 （前年度比較 △75,711 千円、△1.7%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税   925,333  ＜歳出＞ 総務費            89,197 

     一部負担金        4       保険給付費        3,060,193 

     使用料及び手数料   1,002       国民健康保険事業費納付金 1,220,116 

     県支出金     3,114,354       共同事業拠出金          4 

     財産収入         19       保健事業費          72,615 

     繰入金       421,098       基金積立金            20 

     繰越金          1       諸支出金           5,306 

     諸収入        5,640       予備費            20,000 

     合計       4,467,451       合計           4,467,451 

 

 

 

 



 

議案第１８号 令和３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 ５８７，７４９千円 （前年度比較 △4,270 千円、△0.7%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料  429,778  ＜歳出＞ 総務費          8,289 

     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         540,153 

     支出金          29,949       保健事業費        38,104 

     繰入金         126,667       諸支出金         1,203 

     繰越金            1       合計          587,749 

     諸収入          1,233 

     合計          587,749 

 

議案第１９号 令和３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 ２５，９１４千円 （前年度比較 △267 千円、△1.0%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  6,839  ＜歳出＞ 農林水産業費 14,002 

     繰入金      18,074       公債費    10,912 

     繰越金       1,000       予備費     1,000 

     諸収入         1       合計     25,914 

     合計       25,914 

 

議案第２０号 令和３年度瑞穂市水道事業会計予算 

 給水戸数         １９，１００戸 

 年間総給水量    ５，０９７，０００㎥ 

 １日平均給水量      １３，９６４㎥ 

 収益的収入の予定額   ５８６，４８４千円 （前年度比較  8,059 千円、 1.4%） 

 収益的支出の予定額   ５１４，５１４千円 （前年度比較 △8,037 千円、△1.5%） 

 資本的収入の予定額    ７３，４３１千円 （前年度比較   △94 千円、△0.1%） 

 資本的支出の予定額   ５０１，７２２千円 （前年度比較  34,222 千円、 7.3%） 

 

議案第２１号 令和３年度瑞穂市下水道事業会計予算 

 接続戸数          ９７０戸 

 年間総排水量    ３０３，０００㎥ 

 一日平均排水量       ８３０㎥ 

 収益的収入の予定額 ２０８，８０７千円 （前年度比較  1,750 千円、 0.8%） 

 収益的支出の予定額 ２０８，８０７千円 （前年度比較  1,750 千円、 0.8%） 

 資本的収入の予定額 ４０７，８０９千円 （前年度比較 248,736 千円、156.4%） 

 資本的支出の予定額 ４６３，９７２千円 （前年度比較 244,323 千円、111.2%） 

 

議案第２２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（都市計画法

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

 

 



 

議案第２３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

画により整備）の規定により、市道路線を認定するもの。 

 

議案第２４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７号（既に建築物

が立ち並んでいる道路）の規定により、市道路線を認定するもの。 

 

議案第２５号 市道路線の廃止について 

 道路整備計画及び公園整備計画並びに市道路線の認定の錯誤による既存市道路線の起終点変更

に伴い、市道路線を廃止するもの。 

 


