
 

平成２９年第３回瑞穂市議会定例会提出議案 

平成２９年９月１日 

【行政報告】 

平成２９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９号 専決処分の報告について（損害賠償その１） 

 瑞穂市祖父江４６番地１２先の市道５－１号線に設置してあった上水道の仕切弁用蓋付き枠の

ぐらつきが原因で、相手方運転の車両が仕切弁の蓋を跳ね上げ損壊した事故について和解し、賠償

額を定めることにつき専決処分したもの。 
 

報告第１０号 専決処分の報告について（損害賠償その２） 

 岐阜市薮田南５丁目１４番５３号地内において、公用車が駐車中の相手方車両に接触した事故に

ついて、市の過失割合を１０割として賠償額を定めることにつき専決処分したもの。 
 

報告第１１号 専決処分の報告について（損害賠償その３） 

 瑞穂市馬場前畑町２丁目１５９番地先の市道１－１１０４号線に設置してあったグレーチング

の跳ね上がりが原因で、相手方運転の車両が損壊した事故について和解し、賠償額を定めることに

つき専決処分したもの。 
 

報告第１２号 平成２８年度瑞穂市一般会計継続費精算報告書の報告について 

 牛牧小学校校舎整備事業、中学校教室空調機器整備事業及びほづみ幼稚園施設整備事業の継続費

に係る継続年度が終了したので、平成２８年度瑞穂市一般会計継続費精算報告書を調製し、報告す

るもの。 
 

報告第１３号 平成２８年度瑞穂市財政健全化判断比率の報告について 

 平成２８年度決算に基づき算定した実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来

負担比率の財政健全化判断比率を報告するもの。 
 

報告第１４号 平成２８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 

 平成２８年度決算に基づき算定した資金不足比率を報告するもの。 
 

報告第１５号 平成２８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 

 平成２８年度決算に基づき算定した資金不足比率を報告するもの。 
 

報告第１６号 平成２８年度瑞穂市水道事業会計資金不足比率の報告について 

 平成２８年度決算に基づき算定した資金不足比率を報告するもの。 
 

 

 

 

 



 
【議案】 

 １．人事案件         １件 
 ２．計画の策定        １件 
 ３．連携協約の締結      １件 
 ４．条例改正         ２件 
 ５．決算の認定        ７件 
 ６．利益剰余金の処分     １件 
 ７．補正予算         ７件 
            合計 ２０件 
 

議案第３６号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 前任人権擁護委員の任期が満了したことに伴い、新たに１名を人権擁護委員の候補者として推薦

したいので、議会の意見を求めるもの。 
 

議案第３７号 第三次瑞穂市行政改革大綱について 

 瑞穂市第２次総合計画の共通目標である「持続可能な都市経営のまち」を目指すため、第三次瑞

穂市行政改革大綱を別冊のとおり定めるもの。 
 

議案第３８号 岐阜市及び瑞穂市における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に

ついて 

 連携中枢都市圏構想推進要綱（平成２６年８月２５日付け総行市第２００号総務省自治行政局長

通知）に規定する連携中枢都市圏を形成するため、この連携協約を締結しようとするもの。 
 

議案第３９号 瑞穂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 児童福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第６３号）の施行に伴い、市条例の改正を

行うもの。 
 

議案第４０号 瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の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 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行

規則の一部を改正する内閣府令（平成２９年内閣府令第１８号）の施行及び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２９年法律第２５

号）による就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）の一部改正に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第４１号 平成２８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       17,501,374,438 

       歳出       16,552,025,561  

       差引額        949,348,877 円 

   〔翌年度へ繰り越すべき財源〕 

     ・ 継続費逓次繰越額              0 円 

     ・ 繰越明許費繰越額    248,779,000 円 

     ・ 事故繰越し繰越額      7,171,026 円 

       実質収支額       693,398,851 円 



 
議案第４２号 平成２８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        5,906,783,548 

       歳出        5,432,462,620  

       差引額        474,320,928 円 

 

議案第４３号 平成２８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          455,034,433 

       歳出          445,118,739  

       差引額          9,915,694 円 
 

議案第４４号 平成２８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          304,681,439 

       歳出          295,563,433  

       差引額          9,118,006 円 
 

議案第４５号 平成２８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          187,516,611 

       歳出          179,532,323  

       差引額          7,984,288 円 

   〔翌年度へ繰り越すべき財源〕 

     ・ 継続費逓次繰越額              0 円 

     ・ 繰越明許費繰越額        600,000 円 

     ・ 事故繰越し繰越額              0 円 

       実質収支額         7,384,288 円 
 

議案第４６号 平成２８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           25,355,587 

       歳出           23,094,698  

       差引額          2,260,889 円 

   〔翌年度へ繰り越すべき財源〕 

     ・ 継続費逓次繰越額              0 円 

     ・ 繰越明許費繰越額        300,000 円 

     ・ 事故繰越し繰越額              0 円 

       実質収支額         1,960,889 円 
 

 

 

 

 

 

 



 
議案第４７号 平成２８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 553,546,000 円 

      ＜支出＞水道事業費用 409,488,686 円 

     【資本的収入及び支出】 

      ＜収入＞資本的収入   60,564,520 円 

      ＜支出＞資本的支出  711,764,556 円 

 

議案第４８号 平成２８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１０，０００千円、建設改良積立金８８，０００千円を積み立て、８９，６１９，９

４７円を自己資本金へ組み入れるもの。 

 

議案第４９号 平成２９年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号） 

 歳入歳出それぞれ７２６，７４４千円を追加し、歳入歳出予算総額を１７，４３０，０３１千円

とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税         15,000  ＜歳出＞ 議会費    55 

     地方特例交付金    3,457       総務費  215,645 

     地方交付税     171,917       民生費  120,642 

     使用料及び手数料    216       衛生費   6,743 

     国庫支出金      10,214       商工費    12 

     県支出金       5,476       土木費  168,036 

     財産収入       7,458       消防費    945 

     寄附金        71,000       教育費 △33,742 
     繰入金      △145,822       公債費  248,408 

     繰越金       443,398       合計   726,744 

     諸収入        8,430        

     市債        136,000 

     合計        726,744 
 

議案第５０号 平成２９年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入歳出それぞれ７２，６１６千円を追加し、歳入歳出予算総額を５，９７４，５６１千円とす

るもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税   △89,608  ＜歳出＞ 総務費         8,979 

     国庫支出金    △101,815       保険給付費         0 

     療養給付費交付金  △3,060       後期高齢者支援金等 △55,659 

     前期高齢者交付金 △107,221       介護納付金     △20,322 

     繰越金       374,320       基金積立金      108,355 

     合計         72,616       諸支出金       31,263 

                          合計         72,616 

 

 

 



 
議案第５１号 平成２９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１，１７８千円を追加し、歳入歳出予算総額を４６７，９６３千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 繰入金 △9,914  ＜歳出＞ 諸支出金 1,178 

     繰越金  9,914       合計   1,178 

     諸収入  1,178 

     合計   1,178 

 

議案第５２号 平成２９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９，１１７千円を追加し、歳入歳出予算総額を３１５，２００千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 繰越金 9,117  ＜歳出＞ 給食事業費 9,117 

     合計  9,117       合計    9,117 
 

議案第５３号 平成２９年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳入歳出それぞれ１０千円を追加し、歳入歳出予算総額を３６６，１２６千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 繰入金 △4,974  ＜歳出＞ 総務費 10 

     繰越金  4,984       合計  10 

     合計     10 
 

議案第５４号 平成２９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 △1,260 

     繰越金  1,260 

     合計     0 
 

議案第５５号 平成２９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１，３７５千円追加し、総額を４７５，５４６千円とするもの。 
 


