
平成２３年第３回瑞穂市議会定例会 提出議案 

 

【行政報告】 

報告第４号、第５号、第６号及び第７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４号 平成２２年度瑞穂市財政健全化判断比率の報告について 
報告第５号 平成２２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６号 平成２２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７号 平成２２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】     
  ・規約の改正       １件 

・条例の制定       ２件 
  ・条例の改正       ３件 

・決算の認定       ８件 
・補正予算        ７件 

    

議案第４５号 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約につ 

いて 

組合の事務所の位置及び組合の議員の選任方法を改めるため、組合規約の改正を行う

もの。 
 ・施行日 岐阜県知事の許可のあった日から施行する。 
 

議案第４６号 瑞穂市まちづくり基本条例の制定について 

 市民、市議会及び市長をはじめとする市の執行機関が、それぞれの情報を共有し、役

割を明確にし、市民が主体の市民参画による協働のまちづくりを進めるため、市条例の

制定を行うもの。 

 附則にて、瑞穂市附属機関設置条例の一部改正 

 ・施行日 平成２４年４月１日 

 

議案第４７号 瑞穂市防犯カメラの設置及び維持管理に関する条例の制定につい

て 

 個人情報に関する市民等の権利利益の保護を図りつつ、安全安心なまちづくりの一環

として公共施設等に防犯カメラを設置し活用するにあたり、その設置及び管理に関して

市条例の制定を行うもの。 

 ・施行日 公布の日から施行する。 

 

議案第４８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 

 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）が公布されたことに伴い、体育指導員を

スポーツ推進委員に及び民生委員推せん会委員の表記を改正したく市条例の改正を行う

もの。 



・施行日 公布の日から施行する。 
     スポーツ推進委員の改正については、平成２３年８月２４日から適用 

 

議案第４９号 瑞穂市税条例等の一部を改正する条例について 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第８３号）の公布に伴い、市税に

関する過料等の見直し等のため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日から施行する。一部経過措置 

 

議案第５０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（平成２３年法律第８６号）

が平成２３年７月２９日に施行され、支給対象となる遺族の範囲が拡大したため、市条

例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日から施行し、平成２３年３月１１日以後に生じた災害により死亡

した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。 

 

議案第５１号 平成２２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           17,207,476,244   

       歳出           16,074,744,656  

差引額           1,132,731,588 円  

＊ 継続費逓次繰越額               0 円 

＊ 繰越明許費繰越額      33,401,466 円 

＊ 事故繰越し繰越額         650,002 円 

実質収支額      1,098,680,120 円        

 

議案第５２号 平成２２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            4,552,459,393   

       歳出            4,279,815,704  

差引額             272,643,689 円  

 

議案第５３号 平成２２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              334,838,134   

       歳出              326,472,366  

差引額               8,365,768 円  

 

議案第５４号 平成２２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                  680,938   

       歳出                  629,181  

差引額                  51,757 円  

 

 



議案第５５号 平成２２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              271,471,617   

       歳出              269,710,192  

差引額               1,761,425 円  

 

議案第５６号 平成２２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              176,586,314   

       歳出              168,704,110  

差引額               7,882,204 円  

 

議案第５７号 平成２２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               23,083,421   

       歳出               21,165,256  

差引額               1,918,165 円  

 

議案第５８号 平成２２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  462,886,605 円 

      ＜支出＞水道事業費用  378,627,344 円 

 

【資本的収入及び支出】 

＜収入＞資本的収入    69,021,550 円 

 ＜支出＞資本的支出   364,287,096 円 

 

議案第５９号 平成２３年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号） 

歳入歳出それぞれ 1,761,702 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 16,974,440 千円とす

るもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 地方譲与税    5,000        ＜歳出＞ 議会費    △3,950  

     利子割交付金    5,000          総務費    421,734 

配当割交付金   6,000         民生費    425,206 

株式等譲渡所得割交付金         衛生費    115,583 

       500         農林水産業費    677 

地方消費税交付金            商工費    △5,965   

        40,000         土木費    353,757    

自動車取得税交付金           消防費     5,016 

      20,000         教育費    25,444 

地方特例交付金 △2,862           公債費     424,200    

地方交付税   510,848                  合計    1,761,702 千円 

国庫支出金    4,415 

県支出金    217,071 



寄附金         200  

繰入金    △76,650 

繰越金     848,680 

諸収入      2,500       

市債       181,000             

合計     1,761,702 千円  

 

議案第６０号 平成２３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 233,251 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 4,566,259 千円とする

もの。 

主な内容 

＜歳入＞ 療養給付費交付金 9,609         ＜歳出＞ 総務費      802  

       繰越金         223,642               保険給付費     91,193 

     合計      233,251 千円             後期高齢者支援金等 974 

前期高齢者納付金等 37 

           老人保健拠出金  245 

基金積立金   140,000     

                                          合計        233,251 千円  

 

議案第６１号 平成２３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 8,364 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 347,050 千円とするもの。

主な内容 

＜歳入＞ 繰越金    8,364        ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域  

     合計      8,364 千円          連合納付金   8,364     

                                     合計         8,364 千円  

 
議案第６２号 平成２３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 1,760 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 288,695 千円とするもの。

主な内容 

＜歳入＞  繰越金    1,760             ＜歳出＞  給食事業費    1,760     

合計     1,760 千円                  合計          1,760 千円   

 
議案第６３号 平成２３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   △4,882    ＜歳出＞ 

繰越金    4,882     

 合計       0 千円                                

 

 

 

 

 



議案第６４号 平成２３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   △918    ＜歳出＞ 

繰越金    918     

 合計      0 千円                                  

 
議案第６５号 平成２３年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第 2 号） 

収益的支出の予定額を 1,003 千円補正し、総額を 423,988 千円とし、 

  資本的支出の予定額を 2,877 千円補正し、総額を 390,894 千円とするもの。 

主な内容 

＜収益的支出＞ 営業費用  1,197 

        営業外費用 △194     

                合計    1,003 千円 

＜資本的支出＞  繰延勘定  2,877     

        合計    2,877 千円 

 


