
平成２４年第４回瑞穂市議会定例会提出議案 

 

【行政報告】 

平成２４年第２回瑞穂市・神戸町水道組合議会定例会について 

  

報告第９号 専決処分の報告について（損害賠償） 

瑞穂市犀川地内の街路樹の倒れた添え木が、車両に損害を与えたもの。 

 

【承認】 

承認第４号 平成２４年度瑞穂市一般会計会計補正予算（第５号）の専決処分につ

いて 

第４６回衆議院議員総選挙の選挙費用を補正する専決処分をしたので、報告し承認を

求めるもの。 

歳入歳出予算の総額にそれぞれ 25,000千円を追加し、歳入歳出予算総額を 16,046,313

千円とするもの。 

＜歳入＞ 県支出金     25,000        ＜歳出＞  総務費           25,000     

     合計      25,000千円     合計                     25,000千円 

 

【議案】    

  ・計画の変更         １件  

  ・規約の変更         １件 

  ・条例制定          ６件 

  ・条例改正         １５件 

・補正予算          ６件 

 

議案第６７号 新市建設計画の変更について 

東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部

を改正する法律が施行され、地方債を起こすことができる期間の特例が定められたこと

に伴い、新市建設計画の一部を変更するもの。 

 

議案第６８号 消防の事務委託に関する規約の変更について 

瑞穂市と岐阜市との間の消防の事務委託の委託期間が平成２５年３月３１日に満了す

るため、引き続き岐阜市に消防の事務委託をするに当たり、規約を改正するもの。  

 

議案第６９号 瑞穂市総合計画策定条例の制定について 

 市の将来像を明らかにし、総合的かつ計画的に市政を運営するための総合計画の策定

根拠等を明確にするため、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７０号 瑞穂市道路占用料の徴収に関する条例の制定について 

 道路法第３９条の規定に基づき、市道の占用につき占用料を徴収したく、市条例の制

定を行うもの。 

 ・施行日 平成２５年４月１日から施行する。     



  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

以下の提案理由の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律」が公布されたことにより、住民に身近な行政は、地方公

共団体が自主的かつ総合的に取り組むことができるようになってきました。従来国の政

省令等で定められていた基準が、地方自治体の条例により基準が設定できるようになり

ます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

議案第７１号 瑞穂市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律により道路法の一部が改正されたことに伴い、市条例を制定するもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。      

 

議案第７２号 瑞穂市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定につい

て 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律により道路法の一部が改正されたことに伴い、市条例を制定するもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。     

 

議案第７３号 瑞穂市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定道

路等が満たすべき基準を定める条例の制定について 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律により高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正さ

れたことに伴い、市条例を制定するもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。     

 

議案第７４号 瑞穂市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公

園施設が満たすべき基準を定める条例の制定について 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律により高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正さ

れたことに伴い、市条例を制定するもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。     

 

議案第７５号 瑞穂市コミュニティセンター条例等の一部を改正する条例について   

市内の３つのコミュニティセンター、市営の自動車駐車場及び自転車駐車場に指定管

理者制度を導入するため、関係条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。  

議案第７６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   

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法

律の整備に関する法律の公布に伴い、関係条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。ただし、一部平成２６年４月１日から

施行する。 



議案第７７号 瑞穂市農業集落排水処理施設条例及び瑞穂市コミュニティ・プラン

ト条例の一部を改正する条例について   

農業集落排水処理施設並びにコミュニティ・プラントの使用者及び排水設備所有者の

規定を明確にするため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。 

 

議案第７８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   

瑞穂市総合計画策定審議会の追加、瑞穂市老人福祉計画策定委員会並びに瑞穂市障害

者自立支援協議会について変更したく、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。ただし、瑞穂市総合計画策定審議会の

改正規定は、公布の日から施行する。 

 

議案第７９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   

瑞穂市総合計画審議会委員を削り、平成２４年１１月１日の瑞穂市特別職報酬等審議

会の答申を踏まえ、監査委員、保育所嘱託歯科医師、幼稚園・学校嘱託歯科医師及び幼

稚園・学校嘱託眼科、耳鼻科医師の報酬額の変更並びに育成医療審査嘱託医を追加した

く、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。ただし、瑞穂市総合計画審議会委員の

削る改正規定は、公布の日から施行する。 

 

議案第８０号 瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について   

平成２４年１１月１日の瑞穂市特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、市長、副市長の

給料を見直したく、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。 

 

議案第８１号 瑞穂市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部を改正

する条例について   

平成２４年１１月１日の瑞穂市特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、教育長の給料を

見直したく、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。 

 

議案第８２号 瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例について   

平成２４年１１月１日の瑞穂市特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、議会議員の報酬

を見直したく、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。 

 

議案第８３号 瑞穂市暴力団の排除に関する条例の一部を改正する条例について   

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

い、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日から施行する。 

 



議案第８４号 瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

について   

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律により廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正されたことに伴い、市

条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。  

 

議案第８５号 瑞穂市都市公園条例の一部を改正する条例について   

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律により都市公園法の一部が改正されたことに伴い、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。  

 

議案第８６号 瑞穂市都市下水路条例の一部を改正する条例について   

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律により下水道法の一部が改正されたことに伴い、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。  

 

議案第８７号 瑞穂市下水道条例の一部を改正する条例について   

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律により下水道法の一部の改正されたこと及び排水施設の電線等の使用に係る規

定を削るなどの市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。  

 

議案第８８号 瑞穂市営住宅条例の一部を改正する条例について   

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律により公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、市条例を改正するもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。  

 

議案第８９号 瑞穂市給水条例の一部を改正する条例について   

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律による水道法の改正等に伴い、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２５年４月１日から施行する。  

 

議案第９０号 平成２４年度瑞穂市一般会計補正予算（第６号） 

歳入歳出予算の総額にそれぞれ 39,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

16,085,313千円とするもの。 

＜歳入＞ 繰入金     39,000        ＜歳出＞ 教育費    39,000   

合計       39,000千円        合計      39,000千円 

 

議案第９１号 平成２４年度瑞穂市一般会計補正予算（第７号） 

歳入歳出予算の総額からそれぞれ 97,724 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

15,987,589千円とするもの。 

＜歳入＞ 国庫支出金   △60,859        ＜歳出＞ 議会費    △2,242  



     県支出金   △13,734          総務費     16,427 

財産収入      4,725         民生費   △50,941 

諸収入      6,144         衛生費    △2,257 

市債     △34,000         農林水産業費  △654   

合計     △97,724千円             土木費    △14,844 

                               消防費         △533 

                              教育費      △44,978     

                                  公債費         2,298   

    合計     △97,724千円 

 

議案第９２号 平成２４年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

歳入歳出予算の総額にそれぞれ 9,860 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 4,742,419

千円とするもの。 

＜歳入＞ 国民健康保険税   6,530        ＜歳出＞ 総務費       △2,007  

     諸収入      3,330           保険給付費     9,845 

合計       9,860千円       諸支出金        2,022     

                                   合計             9,860千円 

                                                                     

 

議案第９３号 平成２４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） 

歳入歳出予算の総額にそれぞれ 911 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 358,864 千円

とするもの。 

＜歳入＞ 後期高齢者医療広域連合     ＜歳出＞  保健事業費     902 

     支出金       902           諸支出金           9     

     諸収入          9            合計         911千円 

合計             911千円         

 

議案第９４号 平成２４年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第２号） 

歳入歳出予算の総額からそれぞれ 3,940千円を減額し、歳入歳出予算総額を 286,491 

千円とするもの。 

＜歳入＞ 分担金及び負担金△3,953     ＜歳出＞ 給食事業費  △3,940    

     諸収入          13          合計      △3,940千円  

合計         △3,940千円         

 

議案第９５号 平成２４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 356千円追加し、総額を 434,145千円とする。 

・資本的収入及び支出の予定額から 7,537千円を減額し、総額を 414,954千円とする。   

 


