
平成２８年美濃加茂市議会第３回定例会提出予定議案 

 

[H28.8.30 議会運営委員資料] 

議案番号 議  案  名 主管課 提出理由の概要 

承第 ７号 専決処分の承認を求めるこ

とについて（美濃加茂市福

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 課 児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令

（平成２８年政令第２５６号）の施行に伴い、

所要の改正を行うもの。 

議第５０号 美濃加茂市認定こども園の

設置及び管理に関する条例

について 

 

こ ど も 課 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育

並びに保護者に対する子育て支援を行う認定

こども園を設置するため、新たに条例を制定

するもの。 

議第５１号 美濃加茂市定住促進住宅の

設置及び管理に関する条例

について 

 

都市計画課 市営住宅の三和住宅の一部を美濃加茂市への

定住の促進を図るための住宅と位置付けるた

め、新たに条例を制定するもの。 

議第５２号 美濃加茂市附属機関の設置

に関する条例の一部を改正

する条例について 

 

施設経営課 新庁舎整備基本構想を策定するに当たり、美

濃加茂市新庁舎整備基本構想策定委員会を市

長の附属機関として位置付けるため、条例を

改正するもの。 

議第５３号 美濃加茂市生涯学習施設の

設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例につ

いて 

生涯学習課 現在建設中の加茂野交流センターが開館する

ことに伴い、完成後の部屋の規模等に合わせ

た使用料を設定するため、条例を改正するも

の。 

議第５４号 平成２８年度美濃加茂市一

般会計補正予算（第３号） 

 

財 政 課 補正額      １，０３２，５８５千円 

補正後予算総額 ２０，７７２，９２６千円 

議第５５号 平成２８年度美濃加茂市国

民健康保険会計補正予算

（第１号） 

国保年金課 補正額         ９９，０４７千円 

補正後予算総額  ６，６０３，５４７千円 

議第５６号 平成２８年度美濃加茂市介

護保険会計補正予算（第１

号） 

 

介護保険課 保険事業勘定 

補正額       １３１，０３７千円 

補正後予算総額 ３，８７１，５２９千円 

介護サービス事業勘定 

補正額         １，９４３千円 

補正後予算総額     ６，１３０千円 

議第５７号 平成２８年度美濃加茂市後

期高齢者医療会計補正予算

（第１号） 

国保年金課 補正額            １９８千円 

補正後予算総額    ５２１，４８１千円 

議第５８号 市道路線の廃止について 

 

 

土 木 課 市道中之番２９２号線他１路線の廃止 

議第５９号 市道路線の認定について 

 

 

土 木 課 市道中之番２９２号線他３路線の認定 

 



 

議第６０号 山手小南舎増築本体工事の

請負契約の締結について 

 

教育総務課 山手小南舎増築本体工事に係る請負契約の締

結 

議第６１号 美濃加茂市教育委員会の教

育長の任命について 

 

人 事 課 日比野安平氏の任期満了に伴う後任教育長の

任命同意 

 

議第６２号 美濃加茂市教育委員会の委

員の任命について 

 

人 事 課 渡邉須美樹氏の任期満了に伴う後任委員の任

命同意 

 

諮第 １号 人権擁護委員の候補者の推

薦について 

 

人 事 課 髙井美穗榮氏の任期満了に伴う後任委員の推

薦 

 

諮第 ２号 人権擁護委員の候補者の推

薦について 

 

人 事 課 佐光重廣氏の任期満了に伴う後任委員の推薦 

 

諮第 ３号 人権擁護委員の候補者の推

薦について 

 

人 事 課 東山多賀子氏の任期満了に伴う後任委員の推

薦 

 

認第 １号 平成２７年度美濃加茂市一

般会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

財 政 課 歳入総額    ２０，７６０，６３７千円 

歳出総額     １８，８０６，５０６千円 

歳入歳出差引額   １，９５４，１３１千円 

認第 ２号 平成２７年度美濃加茂市国

民健康保険会計歳入歳出決

算認定について 

 

国保年金課 歳入総額      ６，２４０，６９８千円 

歳出総額      ６，０５６，７３１千円 

歳入歳出差引額      １８３，９６７千円 

認第 ３号 平成２７年度美濃加茂市介

護保険会計歳入歳出決算認

定について 

 

介護保険課 ○ 保険事業勘定 

歳入総額    ３，５２８，４０９千円 

歳出総額    ３，３８７，２９６千円 

歳入歳出差引額   １４１，１１３千円 

○ 介護サービス事業勘定 

歳入総額        ５，３５３千円 

歳出総額        ３，４１１千円 

歳入歳出差引額     １，９４２千円 

認第 ４号 平成２７年度美濃加茂市後

期高齢者医療会計歳入歳出

決算認定について 

 

国保年金課 歳入総額       ５１３，７７８千円 

歳出総額       ４８４，６７６千円 

歳入歳出差引額      ２９，１０２千円 

認第 ５号 平成２７年度美濃加茂市介

護認定・障がい者自立支援

認定審査会会計歳入歳出決

算認定について 

介護保険課 歳入総額         ３６，９５４千円 

歳出総額         ３３，０８８千円 

歳入歳出差引額      ３，８６６千円 

認第 ６号 平成２７年度美濃加茂市古

井財産区会計歳入歳出決算

認定について 

 

総 務 課 歳入総額         １，３０６千円 

歳出総額           ８４１千円 

歳入歳出差引額        ４６５千円 

 



 

認第 ７号 平成２７年度美濃加茂市山

之上財産区会計歳入歳出決

算認定について 

 

総 務 課 歳入総額         １，１６２千円 

歳出総額           ８５０千円 

歳入歳出差引額        ３１２千円 

認第 ８号 平成２７年度美濃加茂市水

道事業会計決算認定につい

て 

 

上下水道課 ○ 収益的収入及び支出（税抜き） 

収入決算額  １，４６１，０００千円 

支出決算額  １，２４０，７７３千円 

純利益      ２２０，２２７千円 

○ 資本的収入及び支出（税込み） 

収入決算額    １１６，２７８千円 

支出決算額    ４６７，７２４千円 

（不足分は過年度分損益勘定留保資金等で補てん）  

認第 ９号 平成２７年度美濃加茂市下

水道事業会計決算認定につ

いて 

 

上下水道課 ○ 収益的収入及び支出（税抜き） 

収入決算額  ２，３２７，５３９千円 

支出決算額  ２，２１５，３３４千円 

純利益      １１２，２０５千円 

○ 資本的収入及び支出（税込み） 

収入決算額    ８９７，２３２千円 

支出決算額  １，４６６，０７４千円 

（不足分は当年度分損益勘定留保資金等で補てん）  

 

 

 


