
 

平成３０年第１回瑞穂市議会定例会提出議案 

平成３０年２月２１日 

【行政報告】 

平成３０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（損害賠償その１） 

 瑞穂市牛牧８０１番地１先において、交差点で停車していた公用車に対して相手方車両が後退し

接触した事故について、公用車の損害額等の全額の支払いを受け、市の負担は無しとすることで和

解することにつき専決処分したもの。 
 

報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償その２） 

 瑞穂市古橋１６１９番地４先の市道１０－１号線にできた穴（くぼみ）が原因で、相手方運転の

車両がその穴に落ち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３号 専決処分の報告について（訴えの提起） 

 個人市町村民税等の徴収のために差し押さえた過払金返還請求権の取立てに関して、第三債務者

が支払催告に応じないため民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第１３３条第１項の規定により

岐阜簡易裁判所に訴えを提起することにつき専決処分したもの。 
 

【承認】 

承認第１号 平成２９年度瑞穂市一般会計補正予算（第７号）の専決処分について 

 ふるさと応援寄附金の大幅な増加に伴い、記念品等の支払いに対応するための補正予算を専決処

分したので、これを報告し、議会の承認を求めるもの。 
 

【議案】 

  １．人事案件        １件 
  ２．訴えの提起       １件 
  ３．財産の使用貸借     １件 
  ４．計画の改定       １件 
  ５．規約の変更       １件 
  ６．条例改正       １０件 
  ７．補正予算        ７件 
  ８．当初予算        ７件 
  ９．道路の認定       ４件 
 １０．道路の廃止       １件 
            合計 ３４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１名の任期が平成３０年６月３０日に満了となることから、引き続き人権擁護委員

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２号 訴えの提起について 

 差押債権の取立てに係る訴えを提起するため、議会の議決を求めるもの。 



 
 

議案第３号 財産（土地）の使用貸借について 

 瑞穂市保育所整備計画に基づき、平成３１年度から市立穂積保育所を公私連携保育所型認定こど

も園として社会福祉法人に移管するに当たり、土地を無償貸与することについて、議会の議決を求

めるもの。 
 

議案第４号 瑞穂市都市計画マスタープランの改定について 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２で定める市町村の都市計画に関する基本

的な方針に位置づけられる瑞穂市都市計画マスタープランについて、上位計画である瑞穂市第２次

総合計画やこれまでの実績、近年の情勢変化等を踏まえ、別冊のとおり改定するもの。 
 

議案第５号 瑞穂市・神戸町水道組合規約の変更について 

 瑞穂市・神戸町水道組合を解散する際に、解散に伴う組合事務の承継を定める方法を規定するた

め、規約の一部を変更するもの。 
 

議案第６号 瑞穂市職員定数条例の一部を改正する条例について 

 消防の初任教育を受ける職員等を定数の外に置くため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第７号 瑞穂市職員の給与に関する条例及び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 

 ５５歳を超える職員に対する給料等の１．５％減額支給措置の廃止及び勤務１時間当たりの給与

額の算出方法を変更するため、市関係条例の改正を行うもの。 
 

議案第８号 瑞穂市国民健康保険条例等の一部を改正する条例について 

 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成２７年

法律第３１号）及び地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２

号）の公布に伴い、市関係条例の改正を行うもの。 
 

議案第９号 瑞穂市督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分に関する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２９年法律第２５号）の公布に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１０号 瑞穂市立学校体育施設開放条例の一部を改正する条例について 

 巣南中学校体育館の卓球場を新たに開放するため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１１号 瑞穂市保育所条例の一部を改正する条例について 

 市立穂積保育所が公私連携保育所型認定こども園として民間事業者による運営となるため、市条

例の改正を行うもの。 
 

 

 

 



 
議案第１２号 瑞穂市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正

する条例について 

 都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）による建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）の一部改正に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１３号 瑞穂市都市公園条例の一部を改正する条例について 

 都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）による都市公園法（昭和３１年

法律第７９号）の一部改正及び都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等

に関する政令（平成２９年政令第１５６号）による都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）

の一部改正に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１４号 瑞穂市道路占用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例について 

 電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第４７号）の施行に伴い、市条例の改

正を行うもの。 
 

議案第１５号 瑞穂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（平成３０年政令第

２９号）の公布に伴い、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第１６号 平成２９年度瑞穂市一般会計補正予算（第８号） 

 歳入歳出それぞれ５９８，０９８千円を減額し、歳入歳出予算総額を１７，２０７，４２７千円

とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税          91,888  ＜歳出＞ 議会費     △3,045 

     地方譲与税       3,000       総務費     △74,950 

     利子割交付金      2,000       民生費    △205,606 

     配当割交付金     △4,000       衛生費     △51,689 

     地方消費税交付金    90,000       農林水産業費  △12,826 

     自動車取得税交付金   17,000       商工費     △1,634 

     地方交付税      △20,000       土木費    △213,952 

     分担金及び負担金   △4,049       消防費     △13,809 

     使用料及び手数料   △11,892       教育費     △19,087 

     国庫支出金     △125,040       公債費     △1,500 

     県支出金       △2,652       合計     △598,098 

     財産収入         413 

     寄附金          150 

     繰入金       △652,000 

     諸収入         17,084 

     合計        △598,098 

 

 

 

 

 



 
議案第１７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４号） 

 歳入歳出それぞれ２１８，５９１千円を減額し、歳入歳出予算総額を５，７５７，７８９千円と

するもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税    14,869  ＜歳出＞ 総務費        △3,751 

     使用料及び手数料    117       保険給付費      △72,378 

     国庫支出金      21,553       後期高齢者支援金等     0 

     療養給付費交付金  △36,413       介護納付金         0 

     県支出金      △23,867       共同事業拠出金   △215,342 

     共同事業交付金  △182,959       保健事業費      △9,213 

     財産収入        △1       基金積立金       83,231 

     繰入金       △16,131       諸支出金       △1,138 

     諸収入        4,241       合計        △218,591 

     合計       △218,591 
 

議案第１８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２号） 

 歳入歳出それぞれ３，５５２千円を追加し、歳入歳出予算総額を４７１，５１５千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料   3,100  ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域連合 

     後期高齢者医療広域連合            納付金          5,775 

     支出金         △2,598       保健事業費       △2,223 

     繰入金          3,140       合計           3,552 

     諸収入           △90 

     合計           3,552 

 

議案第１９号 平成２９年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入歳出それぞれ３，９５６千円を追加し、歳入歳出予算総額を３１９，１５６千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金 3,956  ＜歳出＞ 給食事業費 3,956 

     合計       3,956       合計    3,956 

 

議案第２０号 平成２９年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 歳入歳出それぞれ１８４，００９千円を減額し、歳入歳出予算総額を１８２，１９６千円とする

もの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金   1,402  ＜歳出＞ 総務費   △13,937 

     使用料及び手数料   △230       下水道費 △170,072 

     国庫支出金     △80,000       合計   △184,009 

     繰入金       △29,671 

     諸収入        3,490 

     市債        △79,000 

     合計       △184,009 

 

 



 
議案第２１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３号） 

 歳入歳出それぞれ２，２５３千円を減額し、歳入歳出予算総額を２４，２７２千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  △360  ＜歳出＞ 農林水産業費 △2,253 

     繰入金      △1,893       合計     △2,253 

     合計       △2,253 

 

議案第２２号 平成２９年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第３号） 

 収益的収入の予定額を２，６５８千円追加し、総額を５３８，４４５千円とするもの。 

 収益的支出の予定額を４，４８５千円追加し、総額を４７７，３０９千円とするもの。 

 資本的収入の予定額を１０，６１８千円追加し、総額を７９，９５６千円とするもの。 

 資本的支出の予定額を４１，９００千円減額し、総額を３０６，５５２千円とするもの。 
 

議案第２３号 平成３０年度瑞穂市一般会計予算 

 歳入歳出予算総額 １７，６００，０００千円 （前年度比較 900,000 千円、5.4%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 市税         6,878,372  ＜歳出＞ 議会費      164,312 

     地方譲与税       181,000       総務費     2,545,982 

     利子割交付金      12,000       民生費     6,756,572 

     配当割交付金      26,000       衛生費     1,464,046 

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

     交付金         13,000       農林水産業費   166,875 

     地方消費税交付金    850,000       商工費      59,445 

     自動車取得税交付金   50,000       土木費     1,845,332 
     地方特例交付金     55,000       消防費     1,420,994 

     地方交付税      2,130,000       教育費     2,167,994 

     交通安全対策特別              公債費      973,364 

     交付金          8,000       予備費      30,000 

     分担金及び負担金    20,711       合計     17,600,000 

     使用料及び手数料    581,250 

     国庫支出金      1,979,258 

     県支出金       1,203,680 

     財産収入         5,245 

     寄附金         290,003 

     繰入金        1,186,001 

     繰越金         250,000 

     諸収入         758,480 

     市債         1,122,000 

     合計        17,600,000 

 

 

 

 

 



 
議案第２４号 平成３０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 ４，９２０，５１５千円 （前年度比較 △978,988 千円、△16.6%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税  1,059,863  ＜歳出＞ 総務費            94,449 

     一部負担金        4       保険給付費        3,279,662 

     使用料及び手数料   1,002       国民健康保険事業費納付金 1,385,503 

     県支出金     3,321,512       共同事業拠出金          8 

     財産収入         51       保健事業費          69,175 

     繰入金       432,691       基金積立金          5,618 

     繰越金       100,001       諸支出金           6,100 

     諸収入        5,391       予備費            80,000 

     国庫支出金        0       後期高齢者支援金等        0 

     療養給付費交付金     0       前期高齢者納付金等        0 

     前期高齢者交付金     0       老人保健拠出金          0 

     共同事業交付金      0       介護納付金            0 

     合計       4,920,515       合計           4,920,515 
 

議案第２５号 平成３０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 ５１８，７４４千円 （前年度比較 51,959 千円、11.1%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 後期高齢者医療保険料  380,944  ＜歳出＞ 総務費          6,342 

     使用料及び手数料      121       後期高齢者医療広域連合 

     後期高齢者医療広域連合            納付金         479,109 

     支出金          25,487       保健事業費        32,092 

     繰入金         111,252       諸支出金         1,201 

     繰越金            1       合計          518,744 

     諸収入           939 

     合計          518,744 

 

議案第２６号 平成３０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 ３０６，５５３千円 （前年度比較 470 千円、0.2%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金 306,551  ＜歳出＞ 給食事業費 306,553 

     繰越金         1       合計    306,553 

     諸収入         1 

     合計       306,553 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
議案第２７号 平成３０年度瑞穂市下水道事業特別会計予算 

 歳入歳出予算総額 ３７４，２７６千円 （前年度比較 8,160 千円、2.2%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 分担金及び負担金  1,500  ＜歳出＞ 総務費   70,941 

     使用料及び手数料  52,271       下水道費 185,112 

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

     繰入金      158,503       予備費   3,000 

     繰越金       3,000       合計   374,276 

     諸収入         2 

     市債        79,000 

     合計       374,276 

 

議案第２８号 平成３０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 ２６，４２３千円 （前年度比較 △102 千円、△0.4%） 

  主な内容 

＜歳入＞ 使用料及び手数料  6,818  ＜歳出＞ 農林水産業費 14,511 

     繰入金      18,604       公債費    10,912 

     繰越金       1,000       予備費     1,000 

     諸収入         1       合計     26,423 

     合計       26,423 

 

議案第２９号 平成３０年度瑞穂市水道事業会計予算 

 給水戸数         １８，０００戸 

 給水量       ４，７８０，０００  
 １日平均給水量      １３，０９６  

 収益的収入の予定額   ５４４，７３８千円 （前年度比較  10,733 千円、 2.0%） 

 収益的支出の予定額   ４９３，４１６千円 （前年度比較  19,245 千円、 4.1%） 

 資本的収入の予定額    ７３，７２２千円 （前年度比較  4,384 千円、 6.3%） 

 資本的支出の予定額   ５５０，１３６千円 （前年度比較 201,684 千円、57.9%） 
 

議案第３０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（平成２６年瑞穂市告示第２１１号）第３条第２号（開発許可事

業に伴う管理引継ぎ）の規定により、市道路線を認定するもの。 
 

議案第３１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（平成２６年瑞穂市告示第２１１号）第３条第４号（市の道路計

画）の規定により、市道路線を認定するもの。 
 

議案第３２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（平成２６年瑞穂市告示第２１１号）第３条第６号（土地区画整

理事業により築造した道路）の規定により、市道路線を認定するもの。 
 

 

 



 
議案第３３号 市道路線の認定について（その４） 

 瑞穂市市道の認定に関する基準（平成２６年瑞穂市告示第２１１号）第３条第７号（建築物が立

ち並んでいる道路）の規定により、市道路線を認定するもの。 
 

議案第３４号 市道路線の廃止について 

 市道整備計画及び市道路線の認定の錯誤に伴い、市道路線を廃止するもの。 
 


