
平成２４年第３回瑞穂市議会定例会提出議案 

 

【行政報告】 

報告第３号 専決処分の報告について（中宮地内：損害賠償） 

市道の穴（くぼみ）が原因で車両が損壊したもの 

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２３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２３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２３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２３年度瑞穂市水道事業会計資金不足比率の報告について 

報告第８号 専決処分の報告について（馬場小城町地内：損害賠償） 

市道の段差が原因で車両が損壊したもの 

 

【議案】     

  ・条例の制定       １件 

  ・条例の廃止       １件 

・条例の改正       ６件 

・決算の認定       ７件 

・補正予算        ７件 

    

議案第４５号 瑞穂市収入印紙等購買基金条例の制定について 

旅券発給業務等に際し、市民の利便性に配慮し収入印紙及び岐阜県収入証紙の売りさ

ばきに関する事務を行うため、新たに基金を設置したく、市条例の制定を行うもの。 

 ・施行日 公布の日 

 

議案第４６号 瑞穂市就業改善センター条例を廃止する条例について 

 市民の利便性の向上のため、就業改善センターの施設を公民館としたいので、市条例

を廃止するもの。 

 附則にて、 

 ・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改正 

 ・瑞穂市公民館条例の一部改正 

 ・施行日 平成２４年１０月１日から施行する。 

 

議案第４７号 瑞穂市保育所条例等の一部を改正する条例について 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで

の間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成

２２年法律第７１号）の施行に伴い、関係条例の改正を行うもの。 

 ・瑞穂市保育所条例の一部改正 

 ・瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正 

 ・瑞穂市放課後児童クラブ施設条例の一部改正 

 ・施行日 公布の日 



議案第４８号 瑞穂市防災会議条例及び瑞穂市災害対策本部条例の一部を改正

する条例について 

 災害対策基本法の一部を改正する法律（平成２４年法律第４１号）の施行に伴い、関

係条例の改正を行うもの。 

 ・瑞穂市防災会議条例の一部改正 

 ・瑞穂市災害対策本部の一部改正 

 ・施行日 公布の日 

 

議案第４９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 

 平成２５年度より福祉事務所に生活保護相談員を設置したく、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５０号 瑞穂市地区計画等に関する手続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（平成２３年法律第１０５号）により都市計画法施行令（昭和４４年政令第１

５８号）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 公布の日 

 

議案第５１号 瑞穂市駐車場条例の一部を改正する条例について 

 穂積駅南駐車場の廃止に伴い、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日 

 

議案第５２号 瑞穂市上下水道事業審議会条例の一部を改正する条例について 

 瑞穂市上下水道事業審議会の委員数を変更するため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日 

 

議案第５３号 平成２３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           16,345,018,273   

       歳出           15,456,659,116  

差引額             888,359,157円  

＊ 継続費逓次繰越額               0円 

＊ 繰越明許費繰越額      99,619,000円 

＊ 事故繰越し繰越額               0円 

実質収支額        788,740,157円        

 

議案第５４号 平成２３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            4,547,925,335   

       歳出            4,252,843,563  

差引額             295,081,772円  

 



議案第５５号 平成２３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              336,078,425   

       歳出              332,917,534  

差引額               3,160,891円  

 

議案第５６号 平成２３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              277,602,038   

       歳出              276,130,136  

差引額               1,471,902円  

 

議案第５７号 平成２３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              169,292,926   

       歳出              163,520,222  

差引額               5,772,704円  

 

議案第５８号 平成２３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               24,350,355   

       歳出               22,434,641  

差引額               1,915,714円  

 

議案第５９号 平成２３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  461,797,617円 

      ＜支出＞水道事業費用  399,882,759円 

 

【資本的収入及び支出】 

＜収入＞資本的収入    76,102,241円 

 ＜支出＞資本的支出   318,856,928円 

 

議案第６０号 平成２４年度瑞穂市一般会計補正予算（第４号） 

歳入歳出それぞれ 701,874千円を追加し、歳入歳出予算総額を 16,021,313千円とする

もの。 

主な内容 

＜歳入＞ 市税      177,000        ＜歳出＞ 総務費     293,942  

     国庫支出金   △76,593          民生費   △23,469  

県支出金    25,231         衛生費     △3,680  

財産収入            14                農林水産業費  1,410 

寄附金              50         土木費    235,764 

繰入金        8         消防費    △7,909 

繰越金     538.740            教育費    △3,508 



諸収入      17,424          公債費     209,324   

市債      20,000            合計     701,874千円 

合計           701,874千円                  

 

議案第６１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１号） 

歳入歳出それぞれ 270,374 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 4,732,559 千円とする

もの。 

主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税△13,044         ＜歳出＞ 保険給付費     83,523  

       国庫支出金       1,264                  後期高齢者支援金等 

     療養給付費交付金                                       65,849 

14,074                  前期高齢者納付金等 

          繰越金         268,080                                △591 

          合計      270,374千円             介護納付金     22,635 

                                             保健事業費        990 

基金積立金   65,320   

           諸支出金    32,648    

                                          合計        270,374千円  

 

議案第６２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１

号） 

歳入歳出それぞれ10,578千円を減額し、歳入歳出予算総額を357,953千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料      ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域  

         △13,737                   連合納付金△ 10,578          

繰越金       3,159              合計      △ 10,578千円 

     合計      △10,578千円                                                

 

議案第６３号 平成２４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 1,470千円を追加し、歳入歳出予算総額を 290,431千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞  繰越金    1,470             ＜歳出＞  給食事業費    1,470     

合計     1,470千円         合計           1,470千円                                       

 

議案第６４号 平成２４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   △2,772    ＜歳出＞ 

繰越金    2,772     

 合計       0千円                                              

 

議案第６５号 平成２４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   △915    ＜歳出＞ 

繰越金    915     

 合計      0千円                                              

 

議案第６６号 平成２４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 449千円補正し、総額を 433,789千円とする。 

  主な内容 

＜収益的支出＞ 営業費用    472 

        営業外費用  △23     

                合計      449千円 

 


