
平成２４年第１回瑞穂市議会定例会 提出議案 

【行政報告】 

・平成２４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 

 

・報告第１号 専決処分の報告について（物損事故） 

市道交差点において、東進していた市役所職員の運転する市公用車と北進してきた相

手方の車両と衝突した事故について、和解することについて専決処分したので議会に報

告するもの。 

 

【議案】     

  ・人事案件        ２件 

  ・規約の変更       ３件 

  ・基本計画の策定     １件 

・指定金融機関の指定   １件 

・契約の締結       １件 

・条例制定        １件 

・条例改正        ８件 

・補正予算        ７件 

・当初予算        ７件 

   ・道路の認定及び廃止   １件  

              ３２件 

    

議案第１号 瑞穂市教育委員会の委員の任命について 

教育委員会委員のうち、1名の者が平成２４年３月３１日に任期満了となるため、委 

員の任命をしたく、議会の同意を求めるもの。 

議案第２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

人権擁護委員のうち、１名の者が平成２４年６月３０日に任期満了となるため、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３号 岐阜県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

外国人登録法が廃止され、外国人住民に住民基本台帳制度が適用されるため、規約を

改正するもの。 

・施行日 平成２４年７月９日 

議案第４号 岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合規約の変更について 

児童福祉法の一部の改正に伴い、肢体不自由児施設等の通所による施設が、児童発達

支援センターになることから、岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合を岐阜地域児童

発達支援センター組合とするため、規約を改正するもの。 

・施行日 平成２４年４月１日 

議案第５号 証明書の交付等の事務委託に関する規約の変更について 

外国人登録法が廃止され、外国人住民に住民基本台帳制度が適用されるため、規約を

改正するもの。 

・施行日 平成２４年７月９日 

 

 



議案第６号 瑞穂市第１次総合計画の後期基本計画を定めることについて 

瑞穂市第１次総合計画の後期基本計画について、瑞穂市議会基本条例の規定に基づき、

議会の議決を求めるもの。 

議案第７号 瑞穂市指定金融機関の指定について 

瑞穂市指定金融機関を指定したく、議会の議決を求めるもの。 

議案第８号 包括外部監査契約の締結について 

 平成２４年度包括外部監査契約を締結したく、議会の議決を求めるもの。 

議案第９号 住民基本台帳法の一部を改正する法律等に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について 

外国人登録法が廃止され、外国人住民に住民基本台帳制度が適用されるため、関係条

例を改正するもの。 

関係条例 ・瑞穂市行政組織条例   ・瑞穂市印鑑条例 

     ・瑞穂市手数料条例    ・瑞穂市重度心身障害児福祉金支給条例 

     ・瑞穂市長寿者褒賞条例 

・施行日 平成２４年７月９日   

議案第１０号 瑞穂市公民館条例等の一部を改正する条例について 

公共施設の受益者負担の適正化を図るため、施設使用料を見直すことに伴い、関係条

例を改正するもの。 

関係条例 ・瑞穂市公民館条例         ・瑞穂市体育施設条例 

     ・瑞穂市立学校体育施設開放条例   ・瑞穂市総合センター条例 

     ・瑞穂市コミュニティセンター条例  ・瑞穂市集会場条例 

     ・瑞穂市火葬場条例         ・瑞穂市就業改善センター条例 

     ・瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例 

     ・瑞穂市教育支援センター条例    ・瑞穂市水防センター条例 

・施行日 平成２４年１０月１日  

議案第１１号 瑞穂市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例及び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 

障がい者制度の見直しによる関係政令の公布に伴い、２つの条例を改正するもの。 

・施行日 公布の日。一部平成２３年１０月１日適用、平成２４年４月１日施行 

議案第１２号 瑞穂市政治倫理条例の一部を改正する条例について 

政治倫理に関する市民の調査請求権及び職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会の開

催請求権の明確化等のため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日 

議案第１３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 

相談員事務が市に移譲される身体障害者相談員、知的障害者相談員の報酬並びに保健

センター管理医の報酬を支払うため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２４年４月１日 

議案第１４号 瑞穂市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について 

審議会の委員の任命につき、市民のほか、識見を有する者等適任者を任命できるよう

に市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日  



議案第１５号 瑞穂市税条例の一部を改正する条例について 

経済社会の構造の変化並びに東日本大震災からの復興に関し地方公共団体の防災施策

に必要な財源確保について、関係法律の一部改正に伴い、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日 一部平成２５年１月１日、平成２５年４月１日 

議案第１６号 瑞穂市営住宅条例の一部を改正する条例について 

公営住宅法の一部が改正されたため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２４年４月１日 

議案第１７号 瑞穂市下水道条例の一部を改正する条例について 

下水道法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、除害施設の設置基準の緩和を行

うため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日  

議案第１８号 平成２３年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号） 

歳入歳出それぞれ 386,326千円を減額し、歳入歳出予算総額を 16,062,012千円とする

もの。 

＜歳入＞ 市税        42,600        ＜歳出＞ 議会費       △980  

     利子割交付金   5,000          総務費          24,957 

     自動車取得税交付金            民生費    △136,513 

        △10,000         衛生費     △106,889 

分担金及び負担金△3,543         労働費      △733 

使用料及び手数料                         農林水産業費  △1,922 

△2,827           商工費      △1,621 

国庫支出金  △117,367                 土木費    △ 82,344 

県支出金     △8,161            消防費      △ 25,273  

財産収入      1,570         教育費    △ 55,008   

繰入金     △284,547         合計        △386,326千円 

諸収入       4,949          

市債     △ 14,000               

合計      △386,326千円           

議案第１９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３号） 

歳入歳出それぞれ 111,401 千円を減額し、歳入歳出予算総額を 4,463,210 千円とする

もの。 

＜歳入＞ 国民健康保険税   31,863        ＜歳出＞ 総務費          427  

     使用料及び手数料  150                  介護納付金    △401  

国庫支出金   △21,666           共同事業拠出金  

療養給付費交付金 29,945                △57,760 

前期高齢者交付金△1,698         保健事業費   △3,685 

県支出金     △6,807                  基金積立金  △49,982    

     共同事業交付金△109,479                  合計         △111,401千円 

財産収入          18                

          繰入金     △36,527 

          諸収入       2,800  

          合計     △111,401千円          

 

 



議案第２０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３

号） 

歳入歳出それぞれ 3,691千円を減額し、歳入歳出予算総額を 344,787千円とするもの。 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料      ＜歳出＞ 総務費     △385 

△2,096         後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療広域             納付金     △2,096 

連合支出金      △523         保健事業費    △1,210  

繰入金     △1,072          合計         △3,691千円 

合計        △3,691千円         

議案第２１号 平成２３年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第２号） 

歳入歳出それぞれ 9,992千円を減額し、歳入歳出予算総額を 278,703千円とするもの。 

＜歳入＞  分担金及び負担金 △9,998    ＜歳出＞ 給食事業費   △9,992  

諸収入            6           合計     △9,992千円 

合計       △9,992千円                                              

議案第２２号 平成２３年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

歳入歳出それぞれ21,445千円を減額し、歳入歳出予算総額を168,847千円とするもの。 

＜歳入＞  分担金及び負担金      97    ＜歳出＞ 総務費    △11,753  

 使用料及び手数料  3,469         下水道費   △9,692   

繰入金     △25,011          合計      △21,445千円            

合計      △21,445千円                                              

議案第２３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２号） 

歳入歳出それぞれ 4,585千円を減額し、歳入歳出予算総額を 24,270千円とするもの。 

＜歳入＞繰入金      △4,585      ＜歳出＞農林水産業費  △4,585  

合計       △4,585千円        合計      △4,585千円 

                                              

議案第２４号 平成２３年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第４号） 

・給水戸数を 100戸増加し、15,000戸とする。 

・給水量を 72,864㎥減量し、4,474,836㎥とする。 

・一日平均給水量を 199㎥減量し、12,260㎥とする。 

・収益的事業費 

収益的収入を 6,466千円減額し 461,549千円とし、収益的支出を 14,922千円減額 

 し 414,069千円とする。 

・資本的事業費 

資本的収入を 15,781千円増額し 73,106千円とし、資本的支出を 27,141千円減額 

 し 321,710千円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２５号 平成２４年度瑞穂市一般会計予算 

歳入歳出予算総額 15,150,000千円（前年度比  319,000千円 2.2％） 

＜歳入＞ 市税      6,122,587       ＜歳出＞ 議会費       156,958  

     地方譲与税   196,000         総務費      1,662,704 

利子割交付金   23,000         民生費     5,530,229 

配当割交付金     13,000                衛生費     1,391,217  

株式等譲渡所得割交付金                 労働費           5,084 

3,000                農林水産業費   125,191 

地方消費税交付金 447,000                商工費       54,309 

自動車取得税交付金                      土木費      1,589,924 

61,000                消防費       1,232,350 

地方特例交付金   13,000                教育費     2,042,868 

地方交付税     2,550,000                公債費    1,349,166 

交通安全対策特別交付金                  予備費        10,000 

                  10,000                合計        15,150,000千円 

分担金及び負担金 270,612 

使用料及び手数料 274,387 

国庫支出金   1,751,071 

県支出金     897,857          

財産収入       8,750            

寄附金           113          

繰入金        556,851            

繰越金           250,000 

諸収入      494,772          

市債      1,207,000               

合計      15,150,000千円            

議案第２６号 平成２４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 4,462,185千円（前年度比 129,177千円 3.0％） 

＜歳入＞ 国民健康保険税  1,213,876      ＜歳出＞ 総務費          63,699 

         一部負担金              4              保険給付費    2,970,499 

     使用料及び手数料   1,000              後期高齢者支援金等 

国庫支出金     987,542                              576,382   

療養給付費交付金  200,438               前期高齢者納付金等  

前期高齢者交付金  833,620                                   1,283 

県支出金     230,939               老人保健拠出金      575 

共同事業交付金  522,439               介護納付金      234,959 

財産収入       200               共同事業拠出金    491,995 

繰入金      439,403               保健事業費      53,083 

     繰越金       27,001             基金積立金        200 

         諸収入         5,723               諸支出金        2,510 

         合計       4,462,185千円          予備費        67,000 

                                              合計          4,462,185千円               

 

 



議案第２７号 平成２４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 368,531千円（前年度比 29,845千円 8.8％）     

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料     ＜歳出＞ 総務費        5,522 

281,854        後期高齢者医療広域連合  

使用料及び手数料      94         納付金       346,427 

後期高齢者医療広域連合         保健事業費     16,061 

支出金      13,786        諸支出金        521 

繰入金      72,273               合計         368,531千円                                      

繰越金               1                 

諸収入          523          

     合計         368,531千円         

議案第２８号 平成２４年度瑞穂市学校給食事業特別会計予算 

 歳入歳出予算総額 288,961千円（前年度比 2,026千円 0.7％） 

＜歳入＞  分担金及び負担金 288,956   ＜歳出＞ 給食事業費      288,961 

繰越金         1               合計       288,961千円 

諸収入         4          

合計       288,961千円                                              

議案第２９号 平成２４年度瑞穂市下水道事業特別会計予算 

歳入歳出予算総額 177,519千円（前年度比 △12,773千円 △6.7％） 

＜歳入＞ 分担金及び負担金   1,800   ＜歳出＞ 総務費      49,369  

 使用料及び手数料 56,155        下水道費      9,928  

財産収入        13        公債費      115,222           

繰入金      116,548               予備費      3,000 

繰越金       3,000               合計      177,519千円 

諸収入          3 

合計       177,519千円                                              

議案第３０号 平成２４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 26,991千円（前年度比 △1,864千円 △6.5％） 

＜歳入＞ 使用料及び手数料   7,331    ＜歳出＞ 農林水産業費  15,079  

繰入金      18,658                公債費      10,912 

繰越金       1,000               予備費      1,000 

諸収入         2                合計       26,991千円 

合計       26,991千円                                              

議案第３１号 平成２４年度瑞穂市水道事業会計予算 

・給水戸数        15,100戸 

・給水量       4,533,200㎥ 

・一日平均給水量     12,420㎥ 

・収益的事業費 

＜収入＞  467,545千円 

＜支出＞  433,340千円（対前年比  10,062  2.4％） 

・資本的事業費 

＜収入＞   66,208千円 

＜支出＞  422,491千円（対前年比  96,021 29.4％） 

 



議案第３２号 市道路線の認定及び廃止について 

 市道路整備計画に基づき、路線の認定及び廃止するもの。 

・市道路線の認定： １３路線 

・市道路線の廃止：   ８路線                           

 


