
 

令和４年第１回瑞穂市議会定例会提出議案の要旨 

令和４年２月１８日 

【行政報告】 

令和４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      ２件 

 ２．条例の制定     １件 

 ３．条例の改正     ８件 

 ４．補正予算      ６件 

 ５．当初予算      ６件 

 ６．道路の認定     ３件 

 ７．道路の廃止     １件 

         合計 ２７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１名の任期が令和４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 瑞穂市農業委員会の委員の任命について 

 農業委員会の委員の任期が令和４年４月３０日に満了となることから、新たに１名を農業委員会

の委員に任命したいので、議会の同意を求めるもの。 
 

議案第４号 瑞穂市工場立地法に基づく準則を定める条例の制定について 

 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）で規定される敷地面積に対する緑地の面積等を緩和する

ことにより、既存工場の増改築及び新たな企業誘致の促進並びに市内企業の市外移転を防止し、地

域産業の振興並びに雇用の確保及び拡大を図るため、市条例の制定を行うもの。 
 

議案第５号 瑞穂市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）の公布

に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第６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 

 虐待防止等の施策に加え、ＤＶ防止等の施策についての調査及び審議を瑞穂市要保護児童対策地

域協議会で行うことにより、関係機関との連携の強化及び業務の効率化を図るため、市条例の改正

を行うもの。 
 

議案第７号 瑞穂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 国家公務員の措置との権衡を踏まえ、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和する

ため、市条例の改正を行うもの。 
 

 

 



 
議案第８号 瑞穂市手数料条例の一部を改正する条例について 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和元年法律第１６号）による住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の一部改正に

伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第９号 瑞穂市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第２７号）及び災害弔慰

金の支給等に関する法律施行令及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関

する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令（令和元年政令第６１

号）の施行に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１０号 瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例について 

 瑞穂市消防団員の処遇改善を目的とした報酬改定をするため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１１号 瑞穂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４０号）の公

布に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１２号 瑞穂市水防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

 瑞穂市水防団員の処遇改善を目的とした報酬改定をするため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１３号 令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第１２号） 

 歳入歳出それぞれ３５６，６８４千円を減額し、歳入歳出予算総額を２２，２４５，７６１千円

とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 地方譲与税         9,000  ＜歳出＞ 議会費     △6,138 

     利子割交付金       △2,700       総務費     271,335 

     株式等譲渡所得割交付金   24,000       民生費    △222,466 

     法人事業税交付金      9,000       衛生費     △94,888 

     地方消費税交付金      18,000       農林水産業費  △11,686 

     環境性能割交付金     △7,000       商工費     △4,542 

     地方交付税        398,938       土木費    △117,893 

     分担金及び負担金     △2,474       消防費     △20,973 

     使用料及び手数料     △10,881       教育費    △146,870 

     国庫支出金        △23,876       公債費     △2,563 

     県支出金         △36,060       合計     △356,684 

     財産収入           180 

     寄附金            356 

     繰入金         △797,436 

     諸収入           69,869 

     市債           △5,600 

     合計          △356,684 



 
 

議案第１４号 令和３年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳入歳出それぞれ１４８，９１１千円を追加し、歳入歳出予算総額を４，７２６，２９８千円と

するもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 国庫支出金   2,162  ＜歳出＞ 総務費          △2,050 

     県支出金   154,986       保険給付費        151,407 

     財産収入     15       国民健康保険事業費納付金    0 

     繰入金   △12,437       保健事業費           0 

     諸収入     4,185       基金積立金           15 

     合計     148,911       諸支出金          △461 

                      合計           148,911 

 

議案第１５号 令和３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２１，８１２千円を追加し、歳入歳出予算総額を６２７，８２７千円とするも

の。 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料 21,812 ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域連合納付金 21,812 

     合計         21,812      合計             21,812 

 

議案第１６号 令和３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２，８５３千円を減額し、歳入歳出予算総額を２３，１１４千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  △460  ＜歳出＞ 農林水産業費 △2,853 

     繰入金      △2,393       合計     △2,853 

     合計       △2,853 

 

議案第１７号 令和３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３，８６０千円追加し、総額を５９１，４００千円とするもの。 

 収益的支出の予定額を３１，２４８千円減額し、総額を４８４，３２２千円とするもの。 

 資本的収入の予定額を５７４千円減額し、総額を７２，８５７千円とするもの。 

 資本的支出の予定額を３５，７３９千円減額し、総額を４６５，９８３千円とするもの。 

 

議案第１８号 令和３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４８９千円減額し、総額を２０８，４７７千円とするもの。 

 収益的支出の予定額を４８９千円減額し、総額を２０８，４７７千円とするもの。 

 資本的収入の予定額を１３，６９８千円減額し、総額を４９４，５６１千円とするもの。 

 資本的支出の予定額を１３，７３２千円減額し、総額を５５０，６９０千円とするもの。 

 

 

 

 

 

 



 
議案第１９号 令和４年度瑞穂市一般会計予算 

 歳入歳出予算総額 １９，４３０，０００千円 （前年度比較 800,000 千円、4.3%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税           6,892,488  ＜歳出＞ 議会費      161,015 

     地方譲与税         193,470       総務費     2,996,873 

     利子割交付金         9,000       民生費     7,546,248 

     配当割交付金        32,000       衛生費     1,700,964 

     株式等譲渡所得割交付金   34,000       労働費       5,000 

     法人事業税交付金      81,000       農林水産業費   151,885 

     地方消費税交付金     1,173,000       商工費      64,076 

     環境性能割交付金      21,000       土木費     1,831,092 

     地方特例交付金       92,000       消防費     1,108,150 

     地方交付税        2,639,000       教育費     2,728,851 

     交通安全対策特別交付金    6,700       公債費     1,105,846 

     分担金及び負担金      22,302       予備費      30,000 

     使用料及び手数料      390,444       合計     19,430,000 

     国庫支出金        2,694,707 

     県支出金         1,392,138 

     財産収入           6,487 

     寄附金           551,062 

     繰入金          1,458,203 

     繰越金           300,000 

     諸収入           613,499 

     市債            827,500 

     合計          19,430,000 

 

議案第２０号 令和４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 ４，６７０，８９１千円 （前年度比較 203,440 千円、4.6%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税   942,677  ＜歳出＞ 総務費            84,783 

     一部負担金        3       保険給付費        3,159,366 

     使用料及び手数料   1,001       国民健康保険事業費納付金 1,332,523 

     県支出金     3,211,911       共同事業拠出金          2 

     財産収入         19       保健事業費          68,989 

     繰入金       509,771       基金積立金            20 

     繰越金          1       諸支出金           5,208 

     諸収入        5,508       予備費            20,000 

     合計       4,670,891       合計           4,670,891 

 

 

 

 

 

 



 
議案第２１号 令和４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 ６６０，１０４千円 （前年度比較 72,355 千円、12.3%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料  491,778  ＜歳出＞ 総務費          9,177 

     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         614,595 

     支出金          30,090       保健事業費        35,229 

     繰入金         136,981       諸支出金         1,103 

     繰越金            1       合計          660,104 

     諸収入          1,133 

     合計          660,104 

 

議案第２２号 令和４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 ２５，３９６千円 （前年度比較 △518 千円、△2.0%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  6,590  ＜歳出＞ 農林水産業費 13,484 

     繰入金      17,805       公債費    10,912 

     繰越金       1,000       予備費     1,000 

     諸収入         1       合計     25,396 

     合計       25,396 

 

議案第２３号 令和４年度瑞穂市水道事業会計予算 

 給水戸数         １９，５００戸 

 年間総給水量    ５，１３２，０００㎥ 

 １日平均給水量      １４，０６０㎥ 

 収益的収入の予定額   ５９１，５１３千円 （前年度比較   5,029 千円、  0.9%） 

 収益的支出の予定額   ５２０，６０１千円 （前年度比較   6,087 千円、  1.2%） 

 資本的収入の予定額    ７５，７８７千円 （前年度比較   2,356 千円、  3.2%） 

 資本的支出の予定額   ４３０，１０３千円 （前年度比較 △71,619 千円、△14.3%） 

 

議案第２４号 令和４年度瑞穂市下水道事業会計予算 

 接続戸数          ９８０戸 

 年間総排水量    ３０９，０００㎥ 

 一日平均排水量       ８４７㎥ 

 収益的収入の予定額 ２００，５５３千円 （前年度比較  △8,254 千円、 △4.0%） 

 収益的支出の予定額 ２００，５５３千円 （前年度比較  △8,254 千円、 △4.0%） 

 資本的収入の予定額 ３３６，６７３千円 （前年度比較 △71,136 千円、△17.4%） 

 資本的支出の予定額 ３８９，４３１千円 （前年度比較 △74,541 千円、△16.1%） 

 

議案第２５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２６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（国の道路計

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２７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５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２８号 市道路線の廃止について 

 国及び市の道路整備計画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。 

 


