
平成２２年第３回瑞穂市議会定例会 提出議案 

 

【行政報告】 

報告第６号、第７号、第８号及び第９号（地方公共団体の財政の健全化に関する法

律の規定による報告について） 

報告第６号 平成２１年度瑞穂市財政健全化判断比率の報告について 
報告第７号 平成２１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 
報告第８号 平成２１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 
報告第９号 平成２１年度瑞穂市水道事業会計資金不足比率の報告について 

 

【議案】     
  ・人事案件 推薦     １件 
  ・条例改正        ２件 

・決算認定        ９件 
・補正予算        ８件 

    

議案第５０号 人権擁護委員候補者の推薦について 

人権擁護委員のうち、２名の者が平成２２年１２月３１日に任期満了になるため、委

員の候補者を推薦したく議会の意見を求めるもの。 
 

議案第５１号 瑞穂市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正 

する条例について 

地方自治法及び地方自治法施行令の改正に伴い、行政財産を貸し付け、又は私権を設

定する規定の整備をするため、市条例を改正するもの。 
 ・施行日 公布の日から施行する。 
 

議案第５２号 瑞穂市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一 

部を改正する条例について 

 岐阜都市計画地区計画（犀川地区）の都市計画の変更に伴い、計画地区の区分の面積

を変更するため、市条例を改正するもの。 

 ・施行日 公布の日から施行する。 

 

議案第５３号 平成２１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           17,494,730,251   

       歳出           16,274,096,691   

差引残額          1,220,633,560 円  

＊ 継続費逓次繰越額      57,749,904 円 

＊ 繰越明許費繰越額     321,326,000 円 

＊ 事故繰越し繰越額         778,300 円 

差引き実質収支額     840,779,356 円        

 

 



議案第５４号 平成２１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            4,361,549,913   

       歳出            3,993,945,469   

差引残額            367,604,444 円  

 

議案第５５号 平成２１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              326,459,129   

       歳出              314,038,205   

差引残額             12,420,924 円  

 

議案第５６号 平成２１年度瑞穂市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

＜決算額＞  歳入               18,853,539   

       歳出               18,849,535   

差引残額                  4,004 円  

 

議案第５７号 平成２１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              265,521,336   

       歳出              264,144,128   

差引残額              1,377,208 円  

 

議案第５８号 平成２１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              188,333,202   

       歳出              179,029,160   

差引残額              9,304,042 円  

 

議案第５９号 平成２１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               24,105,835   

       歳出               21,765,807   

差引残額              2,340,028 円  

 

議案第６０号 平成２１年度瑞穂市下水道（ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ）事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

＜決算額＞  歳入              231,240,083   

       歳出              222,120,774   

差引残額              9,119,309 円  

 

 

 



議案第６１号 平成２１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  457,764,000 円   

      ＜支出＞水道事業費用  382,895,971 円   

 

【資本的収入及び支出】  

＜収入＞資本的収入    70,046,150 円   

 ＜支出＞資本的支出   284,246,544 円   

 

議案第６２号 平成２２年度瑞穂市一般会計補正予算（第４号） 

歳入歳出それぞれ 1,133,680 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 16,228,154 千円とす

るもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 市税      158,000        ＜歳出＞ 総務費    839,036  

     地方特例交付金  20,529          民生費    24,173 

地方交付税   164,731         衛生費    △2,255 

国庫支出金    1,315         労働費      70 

県支出金     1,642         農林水産業費  2,089 

寄附金       60         土木費    275,692   

繰越金     599,898         消防費     12,097 

諸収入     △2,495         公債費   △17,222    

 市債      190,000                 合計    1,133,680 千円 

合計     1,133,680 千円  

 

議案第６３号 平成２２年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入歳出それぞれ 290,534 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 4,593,009 千円とする

もの。 

主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税△60,825        ＜歳出＞ 総務費        498  

     繰越金     351,359           後期高齢者支援金等 

     合計      290,534 千円                  990 

保健事業費    4,123 

           基金積立金   247,000 

        諸支出金    16,111 

         予備費     21,812      

                                            合計       290,534 千円  

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６４号 平成２２年度瑞穂市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号） 

歳入歳出それぞれ16,015千円を追加し、歳入歳出予算総額を346,269千円とするもの。

主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療広域      ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域  

連合支出金   3,596            連合納付金   12,419 

     繰越金    12,419            保健事業費    3,596   

     合計     16,015 千円        合計          16,015 千円  

 

議案第６５号 平成２２年度瑞穂市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入予算補正を行うもの。 

主な内容 

 ＜歳入＞ 支払基金交付金 101    ＜歳出＞ 

 繰入金    △104    

 繰越金      3   

 合計       0 千円                                

 
議案第６６号 平成２２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 1,376 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 282,940 千円とするもの。

主な内容 

 ＜歳入＞ 繰越金    1,376    ＜歳出＞ 給食事業費      1,376   

 合計     1,376 千円        合計            1,376 千円   

 
議案第６７号 平成２２年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入予算補正を行うもの。 

主な内容 

 ＜歳入＞ 繰入金   △6,304    ＜歳出＞ 

 繰越金    6,304   

 合計       0 千円                                

 

議案第６８号 平成２２年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入予算補正を行うもの。 

主な内容 

 ＜歳入＞ 繰入金   △1,340    ＜歳出＞ 

 繰越金    1,340   

 合計       0 千円                                

 
議案第６９号 平成２２年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第１号） 

収益的支出の予定額を 1,455 千円補正し、総額を 432,263 千円とするもの。 

主な内容 

＜収益的支出＞ 営業費用  1,455   

                合計    1,455 千円   

 
 



 


