
平成２６年第１回瑞穂市議会定例会 提出議案 

【行政報告】 

平成２６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（別府地内：損害賠償） 

市道の穴（くぼみ）が原因で、左足を挟まれ骨折したもの 

 

【議案】     

  ・人事案件        １件 

  ・指定管理者の指定    １件 

・条例制定        １件 

・条例改正        ５件 

・補正予算        ７件 

・当初予算        ７件 

   ・道路の認定及び廃止   １件  

              ２３件 

議案第１０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、２名の者が平成２６年６月３０日に任期満了となることから、

委員の候補者を推薦したいので、議会の意見を求めるもの。 

 

議案第１１号 指定管理者の指定について 

瑞穂市うすずみ研修センターの指定管理者として、一般財団法人もとす振興公社を指

定するため、議会の議決を求めるもの。 

 

議案第１２号 瑞穂市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例

の制定について 

新たな早期退職者募集制度の導入に伴い、定年前早期退職者に対する特例措置の内容

を拡充するため、市条例を制定するもの。 

・施行日 平成２６年４月１日    

 

議案第１３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 

いじめ防止対策推進法の施行に伴い、瑞穂市いじめ調査委員会及び瑞穂市いじめ問題

対策連絡協議会を設置したく、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２６年４月１日   

 

議案第１４号 瑞穂市基金条例等の一部を改正する条例について 

体育振興費の寄附を受けたので、基金を設置したく、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日   

 

議案第１５号 瑞穂市体育施設条例の一部を改正する条例について 

瑞穂市鷺田橋グラウンド及び瑞穂市犀川グラウンドを廃止するため、市条例の改正を

行うもの。 

・施行日 平成２６年４月１日   



議案第１６号 瑞穂市総合センター条例の一部を改正する条例について 

瑞穂市総合センター内の瑞穂市福祉センターで行っているデイサービス事業を廃止

し、同センターの事業について整理するため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 平成２６年４月１日   

 

議案第１７号 平成２５年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号） 

歳入歳出それぞれ 24,700 千円を追加し、歳入歳出予算総額を 16,403,484 千円とする

もの。 

＜歳入＞ 市税        24,700        ＜歳出＞ 教育費     24,700  

         合計        24,700千円             合計         24,700千円 

 

議案第１８号 平成２５年度瑞穂市一般会計補正予算（第６号） 

歳入歳出それぞれ 393,685千円を減額し、歳入歳出予算総額を 16,009,799千円とする

もの。 

＜歳入＞ 市税        54,980        ＜歳出＞ 議会費      △8,509  

     地方交付税    3,266          総務費          51,429 

     分担金及び負担金△4,834         民生費     △83,697 

使用料及び手数料△1,948          衛生費      △73,917 

国庫支出金   △61,054                 農林水産業費  △6,695 

県支出金       20,311                 商工費      △8,837 

財産収入        192          土木費    △180,271 

寄附金       3,512           消防費       △36,743 

繰入金     △401,763                  教育費    △45,717  

          諸収入      16,653                公債費        △728  

市債       △23,000                  合計       △393,685千円 

合計      △393,685千円           

 

議案第１９号 平成２５年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

歳入歳出それぞれ 34,599千円を追加し、歳入歳出予算総額を 4,960,035千円とするも

の。 

＜歳入＞ 国民健康保険税   10,596        ＜歳出＞ 総務費        △640  

     国庫支出金     44,189                  保険給付費   100,000  

療養給付費交付金 12,677                 共同事業拠出金  27,948 

県支出金       4,236                 保健事業費   △2,198 

共同事業交付金 △18,043            基金積立金   △90,511   

財産収入         107                  合計           34,599 千円        

繰入金      △17,896 

諸収入     △1,267  

          合計        34,599千円          

 

 

 

 

 



議案第２０号 平成２５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） 

歳入歳出それぞれ 2,956千円を追加し、歳入歳出予算総額を 378,722千円とするもの。 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料           ＜歳出＞ 総務費     △450 

                            4,000                  後期高齢者医療広域   

後期高齢者医療広域                  連合納付金 

連合支出金      △553                         4,439 

繰入金       △491                 保健事業費    △1,033  

合計             2,956千円              合計         2,956千円         

 

議案第２１号 平成２５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12,027千円を減額し、歳入歳出予算総額を181,147千円とするもの。 

＜歳入＞  分担金及び負担金   1,516    ＜歳出＞ 総務費     △5,106  

 使用料及び手数料 △3,392         下水道費   △6,921   

財産収入           7                  合計      △12,027千円 

繰入金      △10,158                      

合計      △12,027千円                                              

 

議案第２２号 平成２５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 6,142千円を減額し、歳入歳出予算総額を 23,744千円とするもの。 

＜歳入＞ 使用料及び手数料       167      ＜歳出＞農林水産業費  △6,142   

繰入金        △6,309           合計      △6,142千円 

合計        △6,142千円                                                     

 

議案第２３号 平成２５年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第３号） 

・給水戸数を 413戸増加し、15,813戸とする。 

・給水量を 45,000㎥減量し、4,525,100㎥とする。 

・一日平均給水量を 123㎥減量し、12,398㎥とする。 

・収益的事業費 

収益的収入を 2,850千円減額し 467,581千円とし、収益的支出を 26,381千円減額 

 し 460,786千円とする。 

・資本的事業費 

資本的収入を 3,139千円増額し 72,434千円とし、資本的支出を 108,352千円減額 

 し 403,275千円とする。 

 

議案第２４号 平成２６年度瑞穂市一般会計予算 

歳入歳出予算総額 15,980,000千円  （前年度比較     630,000千円 4.1％） 

＜歳入＞ 市税      6,550,967       ＜歳出＞ 議会費       152,664  

     地方譲与税   185,000         総務費      1,664,258 

利子割交付金   20,000         民生費     5,753,021 

配当割交付金     25,000                衛生費     1,457,854  

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

3,000                農林水産業費   106,836 

地方消費税交付金 560,000                商工費       57,195 



自動車取得税交付金                      土木費      1,610,529 

30,000                消防費       1,179,083 

地方特例交付金   42,000                教育費     2,657,240 

地方交付税     2,200,001                公債費    1,316,236 

交通安全対策特別交付金                  予備費        20,000 

                   9,000                合計        15,980,000千円 

分担金及び負担金 231,146 

使用料及び手数料 292,305 

国庫支出金   1,760,859 

県支出金     922,901          

財産収入       7,095            

寄附金           306          

繰入金        440,083            

繰越金           250,000 

諸収入      690,337          

市債      1,760,000               

合計      15,980,000千円            

 

議案第２５号 平成２６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 4,898,825千円  （前年度比較 328,973千円 7.2％） 

＜歳入＞ 国民健康保険税   1,264,631     ＜歳出＞ 総務費         62,012 

         一部負担金               4             保険給付費   3,340,138 

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

国庫支出金     1,022,561                            671,199   

療養給付費交付金   259,115              前期高齢者納付金等  

前期高齢者交付金 1,105,903                                   492 

県支出金      196,702              老人保健拠出金      48 

共同事業交付金   512,842              介護納付金     269,238 

財産収入        214              共同事業拠出金   394,242 

繰入金       500,517              保健事業費     57,428 

     繰越金        30,001            基金積立金       213 

         諸収入          5,335              諸支出金       3,610 

         合計       4,898,825千円          予備費        100,205 

                                              合計          4,898,825千円               

 

議案第２６号 平成２６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 396,621千円  （前年度比較 25,026千円 6.7％）     

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料     ＜歳出＞ 総務費        4,911 

297,882        後期高齢者医療広域連合  

使用料及び手数料     108         納付金       371,648 

後期高齢者医療広域連合         保健事業費     19,541 

支出金      16,454        諸支出金        521 

繰入金      81,649               合計         396,621千円                                      

繰越金               1                 



諸収入          527          

     合計         396,621千円         

 

議案第２７号 平成２６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 297,950千円  （前年度比較 373千円 0.1％） 

＜歳入＞  分担金及び負担金 297,946   ＜歳出＞ 給食事業費      297,950 

繰越金         1               合計       297,950千円 

諸収入         3          

合計       297,950千円                                              

 

議案第２８号 平成２６年度瑞穂市下水道事業特別会計予算 

歳入歳出予算総額 188,112千円  （前年度比較   △6,374千円  △ 3.3％） 

＜歳入＞ 分担金及び負担金   1,800    ＜歳出＞ 総務費      56,984  

 使用料及び手数料 53,439        下水道費     12,905  

繰入金      129,871        公債費      115,223           

繰越金       3,000               予備費      3,000 

諸収入          2               合計      188,112千円 

合計       188,112千円                                                           

 

議案第２９号 平成２６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 28,012千円  （前年度比較 △1,865千円  △6.2％） 

＜歳入＞ 使用料及び手数料   7,433    ＜歳出＞ 農林水産業費  16,101  

繰入金      19,577                公債費      10,911 

繰越金       1,000               予備費      1,000 

諸収入         2                合計       28,012千円 

合計       28,012千円                                              

 

議案第３０号 平成２６年度瑞穂市水道事業会計予算 

・給水戸数        16,000戸 

・給水量       4,579,800㎥ 

・一日平均給水量     12,547㎥ 

・収益的事業費 

＜収入＞  510,549千円 

＜支出＞  472,557千円（対前年比較   22,490千円    5.0％） 

・資本的事業費 

＜収入＞   67,414千円 

＜支出＞  422,850千円（対前年比較    36,833千円   9.5％） 

 

議案第３１号 市道路線の認定及び廃止について 

 市道路台帳統合業務に伴う路線認定及び廃止、道路計画に伴う認定並びに宅地開発に

伴う管理引継ぎによる市道の認定のため提出するもの。 

・市道路線の認定：  2,189路線 

・市道路線の廃止：   2,201路線                      

 



議案第３２号 瑞穂市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 

大規模災害からの復興に関する法律の公布に伴う復興計画の作成等のため派遣された

職員の災害派遣手当を支給するため、市条例の改正を行うもの。 

・施行日 公布の日から施行する。                   

 


