
令和元年美濃加茂市議会第３回定例会提出予定議案 

[R1.8.27議会運営委員会資料] 

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（令和元年度美濃加

茂市一般会計補正予算（第３

号）） 

財 政 課 補正額          ２２４，７７０千円 

補正後総予算額   ２０，４２７，１１３千円 

議第３７号 美濃加茂市会計年度任用職員

の報酬及び費用弁償に関する

条例について 

人 事 課 地方自治法及び地方公務員法が改正され、会計年

度任用職員が新設されることに伴い、その報酬及

び費用弁償について定める条例を制定するもの。 

議第３８号 地方公務員法及び地方自治法

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

る条例について 

人 事 課 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法

律が公布されたことに伴い、所要の改正を行うも

の。 

議第３９号 美濃加茂市非常勤の特別職職

員の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例

について 

人 事 課 監査委員の報酬の見直し及び任用根拠の整理に伴

い、所要の改正を行うもの。 

議第４０号 美濃加茂市水道事業給水条例

の一部を改正する条例につい

て 

上下水道課 水道法の一部を改正する法律等が公布されたこと

に伴い、所要の改正を行うもの。 

議第４１号 美濃加茂市総合運動場条例の

一部を改正する条例について 

スポーツ振興課 前平総合運動場のテニスコートの利用条件の見直

し等に伴い、所要の改正を行うもの。 

議第４２号 美濃加茂市印鑑条例の一部を

改正する条例について 

市 民 課 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が

公布されたことに伴い、所要の改正を行うもの。 

議第４３号 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 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者

自立支援法等の一部を改正する法律が施行され、

児童扶養手当法が改正されたことに伴い、所要の

改正を行うもの。 

議第４４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 下古井交流センターを除却することに伴い、所要

の改正を行うもの。 

議第４５号 美濃加茂市道の構造の技術的

基準を定める条例の一部を改

正する条例について 

土 木 課 道路構造令の一部を改正する政令が施行されたこ

とに伴い、所要の改正を行うもの。 

議第４６号 美濃加茂市特定教育・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 

こども課 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準の一部を改正する府令が公布され

たことに伴い、所要の改正を行うもの。 

議第４７号 美濃加茂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 

こども課 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が施行されたことに伴い、所

要の改正を行うもの。 



議第４８号 子ども・子育て支援法の一部

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

について 

こども課 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が公

布されたことに伴い、所要の改正を行うもの。 

議第４９号 令和元年度美濃加茂市一般会

計補正予算（第４号） 

財 政 課 補正額          ６９７，８４６千円 

補正後総予算額   ２１，１２４，９５９千円 

議第５０号 令和元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           ４１，３７３千円 

補正後総予算額    ５，１６６，５０８千円 

議第５１号 令和元年度美濃加茂市介護保

険会計補正予算（第１号） 

高齢福祉課 補正額          １７４，６５３千円 

補正後総予算額    ４，０５８，６３７千円 

議第５２号 令和元年度美濃加茂市下水道

事業会計補正予算（第１号） 

上下水道課 （資本的支出） 

補正額           ２４，４００千円 

補正後総予算額    １，９６１，６１１千円 

議第５３号 美濃加茂市第６次総合計画基

本構想及び基本計画について 

企 画 課 美濃加茂市第６次総合計画における基本構想及び

基本計画について 

議第５４号 財産の交換について 土 木 課 下米田町信友字天神洞地内における財産の交換に

ついて 

議第５５号 市道路線の廃止について 土 木 課 市道笠屋敷田畑線の廃止 

議第５６号 市道路線の認定について 土 木 課 市道本郷６９３号線外３路線の認定 

議第５７号 中濃地域農業共済事務組合の

解散に関する協議について 

農 林 課 中濃地域農業共済事務組合を令和２年３月３１日

限りで解散することにかかる構成団体との協議に

ついて 

議第５８号 中濃地域農業共済事務組合の

解散に伴う財産処分に関する

協議について 

農 林 課 中濃地域農業共済事務組合の解散に伴う、組合の

保有する財産の処分の方法にかかる関係地方公共

団体との協議について 

議第５９号 中濃地域農業共済事務組合規

約の一部を改正する規約に関

する協議について 

農 林 課 中濃地域農業共済事務組合規約に、解散に伴う事

務の承継の方法についての規定を追加することに

かかる協議について 

議第６０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 

諮第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦

について 

地域振興課 東山多賀子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 

地域振興課  

諮第 ３号 人権擁護委員の候補者の推薦

について 

地域振興課 髙井美穗榮氏の任期満了に伴う後任委員の推薦 

認第 １号 平成３０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      ２２，４８３，７５０千円 

歳出総額       ２０，９７８，３９７千円 

歳入歳出差引額     １，５０５，３５３千円 

認第 ２号 平成３０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        ５，０７４，０２４千円 

歳出総額        ４，９４３，１１１千円 

歳入歳出差引額        １３０，９１３千円 

認第 ３号 平成３０年度美濃加茂市介護 高齢福祉課 ○ 保険事業勘定 



保険会計歳入歳出決算認定に

ついて 

歳入総額      ４，０６８，６６５千円 

歳出総額      ３，８８６，９９０千円 

歳入歳出差引額     １８１，６７５千円 

○ 介護サービス事業勘定 

歳入総額            ７３８千円 

歳出総額            ７３８千円 

歳入歳出差引額           ０千円 

認第 ４号 平成３０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         ５７８，９６５千円 

歳出総額         ５４８，３６８千円 

歳入歳出差引額        ３０，５９７千円 

認第 ５号 平成３０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 

高齢福祉課 歳入総額           ３１，５７７千円 

歳出総額           ３０，７６７千円 

歳入歳出差引額          ８１０千円 

認第 ６号 平成３０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           １，２７４千円 

歳出総額             ６３３千円 

歳入歳出差引額          ６４１千円 

認第 ７号 平成３０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           １，３４７千円 

歳出総額             ７４８千円 

歳入歳出差引額          ５９９千円 

認第 ８号 平成３０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    １，４７９，４９７千円 

支出決算額    １，３４８，２８４千円 

純利益        １３１，２１３千円 

○ 資本的収入及び支出（税込み） 

収入決算額      １７６，７９３千円 

支出決算額      ３５５，７３７千円 

（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３０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    ２，２６７，４２３千円 

支出決算額    ２，１２８，７１２千円 

純利益        １３８，７１１千円 

○ 資本的収入及び支出（税込み） 

収入決算額    １，２００，３２６千円 

支出決算額    １，８１５，９１６千円 

（不足分は当年度分損益勘定留保資金等で補てん）  

 


