
平成２８年第１回瑞穂市議会定例会 提出議案 

【行政報告】 

平成２８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 

【議案】

  ・人事案件        １件

  ・企画策定        １件

・条例制定        ２件

・条例改正       １５件

・補正予算        ７件

・当初予算        ７件

・道路の認定・廃止    ４件  

              ３７件 

議案第１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１名が平成２８年６月３０日に任期満了となることから、引き続き推

薦したいので、議会の意見を求めるもの。

議案第２号 瑞穂市第２次総合計画について 

瑞穂市第１次総合計画の目標年次が終了することに伴い、瑞穂市第２次総合計画の基

本構想及び基本計画を決定するもの。

目標年次 平成３７年度

議案第３号 瑞穂市職員の退職管理に関する条例の制定について 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の退

職管理について必要な事項を定めるもの。

・施行日 平成２８年４月１日

議案第４号 瑞穂市職員の降給に関する条例の制定について 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の降

給について必要な事項を定めるもの。

・施行日 平成２８年４月１日 

議案第５号 瑞穂市における地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例

の整備を図るもの。（改正する条例）

瑞穂市職員の給与に関する条例、瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

瑞穂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、瑞穂市職員の分限に関する条例、

公益的法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例、

瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

・施行日 平成２８年４月１日 



議案第６号 瑞穂市における行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関 

する条例の制定について 

行政不服審査法の施行に係る不服申立てに関する審査会の設置その他不服申立て手続

の変更に伴い、市の体制及び関係規定の整備のため、市条例の改正を行うもの。

（改正する条例）

瑞穂市附属機関設置条例、瑞穂市情報公開条例、瑞穂市個人情報保護条例、

瑞穂市手数料条例、瑞穂市行政手続条例、瑞穂市固定資産評価審査委員会条例

瑞穂市職員の給与に関する条例、瑞穂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

瑞穂市消防団員等公務災害補償条例

・施行日 平成２８年４月１日   

議案第７号 瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

民間給与との較差に基づく人事院勧告に伴い、市職員の給料表及び勤勉手当の支給割

合の改定並びに市議会議員及び常勤の特別職職員の期末手当の改定等をするため、市条

例の改正を行うもの。

（改正する条例）

瑞穂市職員の給与に関する条例、瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

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

瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例

・施行日 公布の日 一部の規定は平成２８年４月１日 

議案第８号 瑞穂市暴力団の排除に関する条例及び瑞穂市における法令遵守の 

推進等に関する条例の一部を改正する条例について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、教育

長の身分が特別職の身分のみを有するものとなるため、市条例の改正を行うもの。

・施行日 公布の日 

議案第９号 瑞穂市税条例及び瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条 

        例について 

平成２８年度税制改正大綱において、一部の手続における個人番号の利用の取扱いを

見直す方針が示されたことに伴い、市条例の改正を行うもの。

・施行日 公布の日 

議案第１０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 

平成２８年４月１日より、総合計画等評価審議会、生活支援・介護予防体制整備推進

会議、空家等対策協議会の新設、要保護児童対策地域協議会の委員任期及び障害者自立

支援協議会の担任する事務を変更するため、市条例の改正を行うもの。

・施行日 平成２８年４月１日 



議案第１１号 瑞穂市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 

等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例

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第１９条の

規定により、条例により個人番号等を提供する事務について新たな事項を定める必要が

あること。平成２８年１月からの個人番号の利用開始後の利用又は提供の状況調査によ

る規定内容の変更等のため、市条例を改正するもの。

・施行日 公布の日 

議案第１２号 瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条 

例について 

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、義務教育学校が新たな学校の種類

として規定されることとなったため、市条例の改正を行うもの。

・施行日 平成２８年４月１日 一部の規定は公布の日   

議案第１３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

条例の一部を改正する条例について 

地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、市条例の改正を行

うもの。

・施行日 平成２８年４月１日 

議案第１４号 瑞穂市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

農業協同組合法等の一部を改正する法律により、農業委員会等に関する法律が改正さ

れたことに伴い、条番号整理のため、市条例の改正を行うもの。

・施行日 平成２８年４月１日 

議案第１５号 瑞穂市ふるさと応援寄附条例の一部を改正する条例について 

女性のくらし彩るまちづくり事業を新設するため、市条例の改正を行うもの。

・施行日 平成２８年４月１日 

議案第１６号 瑞穂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につい 

         て 

福祉医療費助成の対象を高校生等までを対象とするため、市条例の改正を行うもの。

・施行日 平成２８年１０月１日 

議案第１７号 瑞穂市自転車駐車場条例の一部を改正する条例について 

瑞穂市第１自転車駐車場２階の定期利用の駐車料金を新設するため、市条例の改正を

行うもの。

・施行日 公布の日から起算し１年を超えない範囲内において規則で定める日 

議案第１８号 瑞穂市道路整備計画審議会条例の一部を改正する条例について 

審議会の組織を見直すため、市条例の改正を行うもの。

・施行日 公布の日 



議案第１９号 平成２７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からそれぞれ 445,438 千円を減額し、歳入歳出予算総額を

17,482,199 千円とするもの。 

＜歳入＞ 市税        103,182     ＜歳出＞ 議会費       △2,063  

地方譲与税      △14,000              総務費           45,639 

          利子割交付金      1,000              民生費      △67,125  

     株式等譲渡所得割交付金         衛生費       △76,584 

               4,000       農林水産業費   △6,164 

地方消費税交付金  110,000             商工費         △330

地方交付税      9,572       土木費     △256,354 

交通安全対策特別交付金                 消防費          5,487 

         △1,000              教育費     △87,944 

     分担金及び負担金     972       公債費           0 

使用料及び手数料    4,405       合計          △445,438 千円 

国庫支出金      68,391                 

県支出金       △28,032              

財産収入          185           

寄附金         1,200            

繰入金       △714,901                    

          諸収入         2,588                 

市債           7,000                  

合計        △445,438 千円           

議案第２０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３号） 

歳入歳出予算の総額からそれぞれ 100,775 千円を減額し、歳入歳出予算総額を

5,977,972 千円とするもの。 

＜歳入＞ 国民健康保険税     23,798     ＜歳出＞ 総務費       △2,335  

     使用料及び手数料      177               保険給付費    △5,593 

     国庫支出金     △50,094        後期高齢者支援金等  0 

     療養給付費交付金 △30,391        介護納付金      0 

県支出金        32,972               共同事業拠出金△109,829 

共同事業交付金   △73,249              保健事業費    △2,743 

財産収入            52               基金積立金     19,725 

繰入金          △9,442           合計          △100,775 千円 

諸収入         5,402 

          合計       △100,775 千円  



議案第２１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３

号） 

歳入歳出予算の総額からそれぞれ 6,220 千円を減額し、歳入歳出予算総額を 408,382

千円とするもの。 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料           ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域連合 

                          △2,830                  納付金    △1,360 

後期高齢者医療広域連合              保健事業費    △4,860 

支出金      △4,119         合計       △6,220 千円 

繰入金         671 

諸収入        58 

合計           △6,220 千円 

議案第２２号 平成２７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 888 千円を減額し、歳入歳出予算総額を 302,874 千

円とするもの。 

＜歳入＞  分担金及び負担金   △886    ＜歳出＞ 給食事業費     △888  

 諸収入         △2          合計          △888 千円

合計          △888 千円                          

議案第２３号 平成２７年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

歳入歳出予算の総額からそれぞれ 81,947 千円を減額し、歳入歳出予算総額を 177,385

千円とするもの。 

＜歳入＞  分担金及び負担金    150    ＜歳出＞ 総務費     △5,026  

 繰入金      △82,097          下水道費   △76,921   

合計       △81,947 千円             合計        △81,947 千円

議案第２４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２号） 

歳入予算の補正を行うもの。 

＜歳入＞ 国庫支出金       △13,500      ＜歳出＞農林水産業費     0 

県支出金        13,986           合計         0 千円 

繰入金         △486 

合計           0 千円 

議案第２５号 平成２７年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第３号） 

・収益的事業費 

収益的収入を 2,741 千円増額し 524,197 千円とし、収益的支出を 9,385 千円減額し

 470,391 千円とする。 

・資本的事業費 

資本的収入を 2,901 千円減額し 71,510 千円とし、資本的支出を 34,203 千円減額し

400,949 千円とする。 



議案第２６号 平成２８年度瑞穂市一般会計予算 

歳入歳出予算総額 16,840,000 千円  （前年度比較 140,000 千円 0.8％増） 

＜歳入＞ 市税      6,731,792       ＜歳出＞ 議会費       156,287  

     地方譲与税   168,000         総務費      1,824,033 

利子割交付金   10,000         民生費     6,520,209 

配当割交付金     29,000                衛生費     1,482,225  

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

7,000                農林水産業費   147,388 

地方消費税交付金 676,000                商工費       58,611 

自動車取得税交付金                   土木費      1,663,001 

19,000                消防費       1,455,391 

地方特例交付金   48,000                教育費     2,113,242 

地方交付税     2,350,000                公債費    1,384,529 

交通安全対策特別交付金                  予備費        30,000 

                   8,000                合計        16,840,000 千円 

分担金及び負担金  23,948 

使用料及び手数料 578,595 

国庫支出金   2,094,917 

県支出金    1,037,644 

財産収入       7,346 

寄附金        30,004 

繰入金        900,001 

繰越金           250,000 

諸収入      652,053 

市債      1,218,700 

合計      16,840,000 千円 

議案第２７号 平成２８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 6,060,999 千円  （前年度比較 37,641 千円 0.6％増） 

＜歳入＞ 国民健康保険税   1,209,679     ＜歳出＞ 総務費         82,696 

         一部負担金               4             保険給付費   3,450,944 

     使用料及び手数料    1,001             後期高齢者支援金等 

国庫支出金     1,093,117                            649,457 

療養給付費交付金   157,878              前期高齢者納付金等  

前期高齢者交付金 1,261,495                                   337 

県支出金      215,230              老人保健拠出金      48 

共同事業交付金  1,374,529              介護納付金     253,462 

財産収入        177              共同事業拠出金 1,363,785 

繰入金       642,507              保健事業費     60,683 

     繰越金       100,001            基金積立金     91,347 

         諸収入          5,381              諸支出金       3,660 

         合計        6,060,999 千円          予備費       104,580 

                                            合計          6,060,999千円



議案第２８号 平成２８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 443,933 千円  （前年度比較 37,039 千円 9.1％増）     

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料     ＜歳出＞ 総務費        5,329 

324,732        後期高齢者医療広域連合  

使用料及び手数料     108         納付金       412,618 

後期高齢者医療広域連合         保健事業費     25,335 

支出金      22,108        諸支出金        651 

繰入金      96,322               合計         443,933 千円

繰越金               1                 

諸収入          662          

     合計         443,933 千円         

議案第２９号 平成２８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 300,894 千円  （前年度比較 713 千円 0.2％増） 

＜歳入＞  分担金及び負担金 300,892   ＜歳出＞ 給食事業費      300,894 

繰越金                 1               合計       300,894 千円 

諸収入         1          

合計       300,894 千円             

議案第３０号 平成２８年度瑞穂市下水道事業特別会計予算 

歳入歳出予算総額  368,296 千円  （前年度比較 108,974 千円 42.0％増） 

＜歳入＞ 分担金及び負担金   2,400    ＜歳出＞ 総務費      64,941  

 使用料及び手数料 54,309        下水道費     185,132 

 国庫支出金    80,000        公債費      115,223 

繰入金      149,585        予備費      3,000 

繰越金       3,000               合計      368,296 千円 

諸収入          2                

市債       79,000 

合計       368,296 千円                          

議案第３１号 平成２８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 26,238 千円  （前年度比較 △24,753 千円  48.5％減） 

＜歳入＞ 使用料及び手数料   7,040    ＜歳出＞ 農林水産業費 14,326  

繰入金      18,197                公債費     10,912 

繰越金       1,000                予備費     1,000 

諸収入         1                合計      26,238 千円 

合計       26,238 千円        



議案第３２号 平成２８年度瑞穂市水道事業会計予算 

・給水戸数        17,000 戸 

・給水量       4,678,000 ㎥ 

・一日平均給水量     12,816 ㎥ 

・収益的事業費 

＜収入＞  563,165 千円 

＜支出＞  452,964 千円（対前年比較 △40,746 千円  △8.3％） 

・資本的事業費 

＜収入＞   70,420 千円 

＜支出＞  941,776 千円（対前年比較   527,008 千円 127.1％） 

議案第３３号 市道路線の認定について（その１） 

 瑞穂市市道の認定に関する基準第３条第１号（県道の路線の変更に伴う管理引継ぎ）

による市道路線の認定のため提出するもの。 

・市道路線の認定：  ３路線                      

議案第３４号 市道路線の認定について（その２） 

 瑞穂市市道の認定に関する基準第３条第２号（開発許可事業に伴う管理引継ぎ）によ

る市道路線の認定のため提出するもの。 

・市道路線の認定：   ８路線                      

議案第３５号 市道路線の認定について（その３） 

 瑞穂市市道の認定に関する基準第３条第４号（市の道路計画）による市道路線の認定

のため提出するもの。 

・市道路線の認定：   １路線                      

議案第３６号 市道路線の廃止について 

 市道整備計画に伴う市道路線の廃止のため提出するもの。 

・市道路線の廃止：   １路線                      

議案第３７号 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、保育士の配置基準について弾力的運用を

可能とするため、市条例の改正を行うもの。

・施行日 平成２８年４月１日   


