
平成２７年第３回瑞穂市議会定例会提出議案 

平成２７年８月２５日 

【行政報告】 

平成２７年第２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 ６号 専決処分の報告について（物損事故） 

報告第 ７号 平成２６年度瑞穂市財政健全化判断比率の報告について 

報告第 ８号 平成２６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 ９号 平成２６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１０号 平成２６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１１号 専決処分の報告について（損害賠償） 

【議案】     

・条例の制定       １件 

  ・条例の改正       ３件 

・決算の認定       ７件 

・利益剰余金の処分    １件 

・補正予算        ７件 

 

議案第４８号 瑞穂市債権の管理に関する条例の制定について 

市が保有する債権の適正な管理と回収を行うため、市条例を制定するもの。 

 ・施行日 平成２８年４月１日 

 

議案第４９号 瑞穂市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行によ

る市の特定個人情報の保護、法律との定義規定の整理等のため、市条例を改正するもの。 

 ・施行日 平成２７年１０月５日 

 

議案第５０号 瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例について 

 地方税法の一部を改正する法律の公布に伴い、施行日整理のため市条例の改正を行う

もの。 

 ・施行日 公布の日から 

 

議案第５１号 瑞穂市手数料条例の一部を改正する条例について 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行によ

る通知カード及び個人番号カードの再交付手数料の新設、同法に伴う住民基本台帳法の

改正による住民基本台帳カードの再交付手数料の廃止等のため、市条例の改正を行うも

の。 

 ・施行日 平成２７年１０月５日 ただし別表規定（個人番号カードに係る部分に限

る。）は平成２８年１月１日 

 



 

議案第５２号 平成２６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           16,247,656,955   

       歳出           15,129,905,410  

差引額           1,117,751,545円  

＊ 継続費逓次繰越額       4,531,677円 

＊ 繰越明許費繰越額     544,800,000円 

＊ 事故繰越し繰越額           0円 

実質収支額        568,419,868円        

 

議案第５３号 平成２６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            5,143,748,258   

       歳出            4,864,389,388  

差引額             279,358,870円  

 

議案第５４号 平成２６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              387,939,978   

       歳出              383,718,471  

差引額               4,221,507円  

 

議案第５５号 平成２６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              292,697,252   

       歳出              289,115,214  

差引額               3,582,038円  

 

議案第５６号 平成２６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              182,408,087   

       歳出              174,513,052  

差引額               7,895,035円  

 

議案第５７号 平成２６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               25,785,417   

       歳出               22,837,259  

差引額               2,948,158円  

 

 

 

 

 



 

議案第５８号 平成２６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  527,257,089円 

      ＜支出＞水道事業費用  444,074,139円 

 

【資本的収入及び支出】 

＜収入＞資本的収入    69,456,160円 

 ＜支出＞資本的支出   265,842,552円 

 

議案第５９号 平成２６年度瑞穂市水道事業会計剰余金の処分について   

 

減債積立金 20,023千円、建設改良積立金 195,000千円を積み立てるもの。 

 

 

議案第６０号 平成２７年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号） 

歳入歳出にそれぞれ 896,433千円を追加し、予算総額を 17,889,970千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 市税       15,805        ＜歳出＞ 議会費       4,890 

自動車取得税交付金                      総務費    406,992 

       △10,000                  民生費    91,002 

地方特例交付金   1,811                  衛生費    △5,812 

          地方交付税   569,035                  農林水産業費△25,638 

     使用料及び手数料  62                  商工費      100 

     国庫支出金   30,213                 土木費     251,043 

県支出金   △10,278                  消防費     3,987 

財産収入         1,601          教育費     △765 

寄附金              26             公債費    170,634  

繰入金    △189,440         合計          896,433千円 

繰越金     318､419            

諸収入       6,179           

市債      163,000             

合計           896,433千円                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案第６１号 平成２７年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入歳出にそれぞれ 54,489千円を追加し、予算総額を 6,077,847千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税 △14,642         ＜歳出＞ 総務費     2,820 

       療養給付費交付金                          後期高齢者支援金等 

△8,966                     1,070 

     前期高齢者交付金  △341                   前期高齢者納付金等              

共同事業交付金                                             100 

              △100,919                   介護納付金      △544 

繰越金     179,357                   基金積立金     29,496 

          合計            54,489千円               諸支出金     21,547  

                                              合計         54,489千円  

 

議案第６２号 平成２７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） 

歳入歳出にそれぞれ 4,780千円を追加し、予算総額を 411,674千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞ 繰越金      4,220      ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域連合  

諸収入        560                 納付金         4,220 

合計             4,780千円                諸支出金         560  

    合計        4,780千円                                                

 

議案第６３号 平成２７年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

歳入歳出にそれぞれ 3,581千円を追加し、予算総額を 303,762千円とするもの。 

主な内容 

＜歳入＞  繰越金     3,581          ＜歳出＞  給食事業費     3,581    

合計           3,581千円        合計        3,581千円                                                

 

議案第６４号 平成２７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   △4,895 

繰越金    4,895   

 合計        0千円                                              

 

議案第６５号 平成２７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    △1,948       

繰越金    1,948       

 合計         0千円                                              

 

 



 

議案第６６号 平成２７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 1,910千円追加し、総額を 495,620千円とするもの。 

  

 


