
平成２６年関市議会第４回定例会提出予定議案 

（条例１７件、補正予算１１件、その他５６件、合計８４件） 

議案第７９号 関市選挙公報の発行に関する条例の制定について 

 ○公職選挙法第１７２条の２の規定に基づき市議会議員選挙及び市長選挙において選挙

公報を発行するため、新たに制定する条例 

  ・公職の候補者の氏名、経歴、政権等及び写真を掲載し、選挙ごとに１回発行 

  ・掲載は選挙管理委員会が指定する期日までに、指定方法で申請し、選挙公報として

の品位を損なう記載はできない 

  ・掲載文は原文のまま掲載し、２以上の候補者があるときは、掲載順序はくじによる。 

  ・配布は、新聞折込みその他の方法により、選挙期日前２日までに配布 

  ・無投票、天災その他避けることのできない事故等の事情があれば発行を中止 

 ○施行期日 公布の日 

議案第８０号 関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の一部改正

について 

 ○市議会議員の期末手当の額を０．１５月引き上げる改正 

  ・Ｈ２６ １２月（２.０５月→２．２０月） （平成２６年１２月１日適用） 

  ・Ｈ２７ ６月（１．９０月→１．９７５月）、１２月（２．２０月→２．１２５月） 

                            （平成２７年４月１日施行） 

 ○施行期日 公布の日（一部は平成２７年４月１日） 

議案第８１号 関市特別職職員の給与に関する条例の一部改正について 

 ○特別職職員の期末手当の額を０．１５月引き上げる改正 

  ・Ｈ２６ １２月（２.０２５月→２．１７５月） （平成２６年１２月１日適用） 

  ・Ｈ２７ ６月（１．８７５月→１．９５月）、１２月（２．１７５月→２．１０月） 

                            （平成２７年４月１日施行） 

 ○施行期日 公布の日（一部は平成２７年４月１日） 

議案第８２号 関市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 ○若年層に重点を置いた給料表の改定（平成２６年４月１日適用） 

○職員の勤勉手当の額を０．１５月引き上げる改正 

  ・Ｈ２６ １２月（０．６７５月→０．８２５月） （平成２６年１２月１日適用） 

  ・Ｈ２７ ６月（０．６７５月→０．７５月）、１２月（０．８２５月→０．７５月） 

                            （平成２７年４月１日施行） 

 ○施行期日 公布の日（一部は平成２７年４月１日） 

議案第８３号 関市デイ・サービスセンター設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て 

 ○関市洞戸デイ・サービスセンター、関市武儀デイ・サービスセンター及び関市上之保

デイ・サービスセンターを廃止し、関市板取デイ・サービスセンターのみとする改正 

○施行期日 平成２７年４月１日 



議案第８４号 関市母子生活支援施設設置及び管理に関する条例の廃止について 

○母子生活支援施設（関市つばき荘）を廃止する改正 

 ○施行期日 平成２７年４月１日 

議案第８５号 関市留守家庭児童教室条例の一部改正について 

 ○留守家庭児童教室の定員に係る規定を改める改正 

・定員 各児童教室につき４０人 

→各児童教室が使用する施設の面積を１．６５平方メートルで除して得た数 

 ○施行期日 公布の日 

議案第８６号 関市国民健康保険条例の一部改正について 

 ○健康保険法施行令の一部改正に伴い、産科医療補償制度の見直しと併せて出産育児一

時金の金額を改める改正 

  ・出産育児一時金の額 ３９０，０００円→４０４，０００円 

 ○施行期日 平成２７年１月１日 

議案第８７号 関市墓地公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 ○１区画当たりの墓地管理料を引き上げる改正 

  ・年間 １，０５０円→２，０００円 

 ○施行期日 平成２７年４月１日 

議案第８８号 関市有線放送施設条例の一部改正について 

 ○有線放送施設区域内のテレビ放送サービス使用料を引き下げる改正 

  ・月額３，２４０円→１，８３６円 

 ○施行期日 平成２７年４月１日 

議案第８９号 関市農業集落排水処理施設条例の一部改正について 

 ○完成検査手数料を徴収する規定を加える改正 

・１件につき１，０００円 

 ○施行期日 平成２７年４月１日 

議案第９０号 関市水道事業給水条例の一部改正について 

 ○給水装置工事事業者指定手数料の金額を改める改正 

・１件５，０００円→１件１４，０００円（新規申請時に１回徴収するのみ） 

○材料検査手数料と完成検査手数料を合わせて設計審査及び完成検査手数料とし、算定

方法及び金額を改める改正 

・材料検査 給水栓１個につき３０円と給水管４ｍにつき５０円の合算額 

・完成検査 １件５００円 

    →設計審査及び完成検査手数料１件２，０００円 

 ○施行期日 平成２７年４月１日 



議案第９１号 関市下水道条例の一部改正について 

 ○完成検査手数料の算定方法及び金額を改める改正 

・流入口１箇所につき２００円、流入口が１箇所増すごとに１００円を加算して算定

→１件につき１，０００円 

 ○施行期日 平成２７年４月１日 

議案第９２号 関市公共下水道区域外流入分担金徴収条例の制定について 

 ○公共下水道への区域外流入に係る分担金の徴収手続を明確にするため新たに制定する

条例 

・区域外流入分担金として、受益者負担金と同様に受益地の面積１平方メートルにつ

き５０円を乗じて得た額を賦課する。 

・賦課徴収、徴収猶予、減免等についても受益者負担金と同様とする。 

・附則で関市下水道事業受益者負担に関する条例を一部改正 

 ○施行期日 平成２７年４月１日 

議案第９３号 関市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部改正について 

 ○小規模中学校について、教育的配慮から、中学校を再編するための改正 

・洞戸中学校及び板取中学校を板取川中学校に再編（校舎は洞戸中学校） 

・武儀中学校及び上之保中学校を津保川中学校に再編（校舎は武儀中学校） 

 ○施行期日 平成２８年４月１日 

議案第９４号 関市文化会館条例の一部改正について 

 ○関市文化会館に新たに防音室、第４個展室及び第５個展室を加え、使用料と冷暖房料

等を定める改正 

【会館使用料】 

区分 

金額（円） 

午前 午後 夜間 
午前及 

び午後 

午後及 

び夜間 
全日 

午前９時～正午 午後１時～午後

４時３０分 

午後５時３０分

～午後９時３０

分 

午前９時～午後

４時３０分 

午後１時～午後

９時３０分 

午前９時～午後

９時３０分 

防音室 ８４０ １，３４０ １，８９０ ２，１８０ ３，２３０ ３，６３０

第１～第４

個展室（１室

当たり） 

４２０ ６００ ８４０ １，０２０ １，４４０ １，６４０

第５個展室 ５５０ ７８０ １，０９０ １，３３０ １，８７０ ２，１３０

【冷暖房料】 

区分 
金額（円） 

冷房料 暖房料 

防音室 ４００ ４００ 

第１～第４個展室（１室当たり） ４００ ４００ 

第５個展室 ５００ ５００ 

  ○施行期日 規則で定める日 



議案第９５号 関市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 ○児童扶養手当法の一部改正に伴い、引用条項を改める改正 

○施行期日 平成２６年１２月１日

議案第９６号 新市建設計画の変更について 

 ○平成１６年度から平成２６年度までの新市建設計画について、東日本大震災による被

害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律（平成

２４年法律第３６号）において、合併市町村に係る地方債の特例延長により、当該計

画を５年間延長するため、当該計画を変更するもの 

議案第９７号 中濃地域広域行政事務組合規約の変更に関する協議について 

○共同処理をしている事務のうち「視聴覚ライブラリ－の設置及び管理運営に関する事

務」を廃止する 

 ○施行期日 平成２７年４月１日 

議案第９８号 公の施設の指定管理者の指定について（関市総合福祉会館） 

○指定管理者 ＳＤＨ・ＣＯＰＩＮ共同事業体 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第９９号 公の施設の指定管理者の指定について（関市わかくさ老人福祉センターほ

か５施設） 

○施設の名称及び指定管理者 

施設の名称 指定管理者 

関市わかくさ老人福祉センター 

関市洞戸老人福祉センター 

関市板取老人福祉センター 

関市武芸川老人福祉センター 

関市武儀老人福祉センター 

関市上之保老人福祉センター 

社会福祉法人関市社会福祉協議会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１００号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取デイ・サービスセンタ

ー） 

○指定管理者 社会福祉法人関市社会福祉協議会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

議案第１０１号 公の施設の指定管理者の指定について（関市高齢者いきいき生活館いち

ょうの家） 

○指定管理者 社会福祉法人関市社会福祉協議会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１０２号 公の施設の指定管理者の指定について（関市武芸川健康プール） 

 ○指定管理者 ハマダスポーツ企画・トータルバランス共同事業体 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 



議案第１０３号 公の施設の指定管理者の指定について（関市藤谷転作促進技術研修セン

ター） 

 ○指定管理者 関市藤谷地区水田利用組合 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１０４号 公の施設の指定管理者の指定について（関市志津野転作促進技術研修セ

ンター） 

 ○指定管理者 関市志津野区 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１０５号 公の施設の指定管理者の指定について（関市戸田転作促進技術研修セン

ター） 

 ○指定管理者 関市戸田区 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで

議案第１０６号 公の施設の指定管理者の指定について（関市農村婦人の家） 

 ○指定管理者 関市広見区 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１０７号 公の施設の指定管理者の指定について（関市小野構造改善センター） 

 ○指定管理者 関市小野区 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１０８号 公の施設の指定管理者の指定について（関市坊地構造改善センター） 

 ○指定管理者 坊地自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１０９号 公の施設の指定管理者の指定について（関市塔ノ洞環境保全農業推進セ

ンター） 

 ○指定管理者 塔ノ洞自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１１０号 公の施設の指定管理者の指定について（関市黒屋リフレッシュ倶楽部） 

○指定管理者 黒屋自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１１１号 公の施設の指定管理者の指定について（関市下洞戸活性化センター） 

○指定管理者 大野自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１１２号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取多目的研修会場） 

○指定管理者 野口自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



議案第１１３号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取集落センター） 

○指定管理者 門出南自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１１４号 公の施設の指定管理者の指定について（関市上之保有線テレビ放送セン

ターほか３施設） 

○施設の名称及び指定管理者 

施設の名称 指定管理者 

関市上之保有線テレビ放送センター 

関市上之保有線テレビ放送城山受信点 

関市上之保有線テレビ放送川合受信点 

関市上之保インターネット接続センター 

シーシーエヌ株式会社 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第１１５号 公の施設の指定管理者の指定について（関市黒屋リフレッシュ農園） 

○指定管理者 黒屋自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１１６号 公の施設の指定管理者の指定について（関市田原リフレッシュ農園） 

○指定管理者 有限会社ふる里農園美の関 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１１７号 公の施設の指定管理者の指定について（関市武儀楽らく農業学園） 

○指定管理者 関市武儀楽らく農業学園管理組合 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１１８号 公の施設の指定管理者の指定について（関市洞戸大豆等加工施設） 

○指定管理者 菅谷特産物加工組合 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１１９号 公の施設の指定管理者の指定について（関市洞戸農林産物処理加工施

設） 

 ○指定管理者 高賀農林産物等加工販売所 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１２０号 公の施設の指定管理者の指定について（関市富野農村広場） 

 ○指定管理者 関市自治会連合会富野支部 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１２１号 公の施設の指定管理者の指定について（関市ふどうの森管理センター） 

 ○指定管理者 関市下迫間区 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



議案第１２２号 公の施設の指定管理者の指定について（関市洞戸林業センター） 

 ○指定管理者 高賀自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１２３号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取林業総合センター） 

 ○指定管理者 中濃森林組合 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１２４号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取林業者研修宿泊施設） 

 ○指定管理者 中濃森林組合 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１２５号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取あじさい植物園） 

 ○指定管理者 白谷自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１２６号 公の施設の指定管理者の指定について（関市道の駅ラステンほらど） 

 ○指定管理者 株式会社ラステンほらど 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

議案第１２７号 公の施設の指定管理者の指定について（関市道の駅むげ川） 

 ○指定管理者 株式会社むげ川 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

議案第１２８号 公の施設の指定管理者の指定について（関市道の駅平成） 

 ○指定管理者 株式会社エコピア平成 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

議案第１２９号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取川温泉バーデェハウ

ス） 

 ○指定管理者 株式会社板取川観光 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１３０号 公の施設の指定管理者の指定について（関市武芸川温泉ゆとりの湯） 

 ○指定管理者 有限会社桜 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

議案第１３１号 公の施設の指定管理者の指定について（関市上之保温泉ほほえみの湯） 

 ○指定管理者 株式会社ハートランドかみのほ 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１３２号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取コテージ湯屋） 

 ○指定管理者 杉原自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



議案第１３３号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取四季の森） 

 ○指定管理者 岩本自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１３４号 公の施設の指定管理者の指定について（関市ＴＡＣランド板取）

 ○指定管理者 田口自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１３５号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取木工クラフト館） 

 ○指定管理者 株式会社板取川観光 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１３６号 公の施設の指定管理者の指定について（関市武儀八滝ウッディランド） 

 ○指定管理者 八滝ウッディランド管理組合 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１３７号 公の施設の指定管理者の指定について（関市中央公民館） 

 ○指定管理者 ＳＤＨ・ＣＯＰＩＮ共同事業体 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１３８号 公の施設の指定管理者の指定について（関市立図書館） 

 ○指定管理者 学校法人岐阜済美学院 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第１３９号 公の施設の指定管理者の指定について（関市立篠田桃紅美術空間） 

 ○指定管理者 公益財団法人岐阜現代美術財団 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

議案第１４０号 公の施設の指定管理者の指定について（関市洞戸円空記念館） 

 ○指定管理者 高賀自治会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第１４１号 公の施設の指定管理者の指定について（関市文化会館） 

 ○指定管理者 特定共同企業体関文化コンソーシアム 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１４２号 公の施設の指定管理者の指定について（関市武芸川ふるさと館） 

 ○指定管理者 武芸川まちづくり委員会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第１４３号 公の施設の指定管理者の指定について（関市武芸川民俗資料館） 

 ○指定管理者 武芸川まちづくり委員会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 



議案第１４４号 公の施設の指定管理者の指定について（関市総合体育館（施設全般）） 

 ○指定管理者 ＳＤＨ・ＣＯＰＩＮ共同事業体 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１４５号 公の施設の指定管理者の指定について（関市総合体育館（アリーナ等管

理運営）） 

 ○指定管理者 一般財団法人関市体育協会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

議案第１４６号 公の施設の指定管理者の指定について（関市千疋体育館） 

 ○指定管理者 西部ふれあいのまちづくり推進委員会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

議案第１４７号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取体育館ほか３施設） 

 ○施設の名称及び指定管理者 

施設の名称 指定管理者 

関市板取体育館 

関市板取島口体育館 

関市板取白谷体育館 

関市板取門出体育館 

関市板取ふれあいのまちづくり推進委員

会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第１４８号 公の施設の指定管理者の指定について（関市洞戸運動公園及び関市洞戸

テニスコート） 

 ○指定管理者 特定非営利活動法人キウイスポーツクラブ 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第１４９号 公の施設の指定管理者の指定について（関市板取運動公園及び関市板取

テニスコート） 

 ○指定管理者 関市板取ふれあいのまちづくり推進委員会 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第１５０号 公の施設の指定管理者の指定について（関市ネイチャーランドかみの

ほ） 

 ○指定管理者 ネイチャーランドかみのほ管理組合 

 ○指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで  

諮問第９号 関市教育委員会の委員の任命について 

○新任　１名
 

 ○任期 ４年（議会の同意を得た日から４年間）



議案第１５１号 平成２６年度関市一般会計補正予算（第５号） 

議案第１５２号 平成２６年度関市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第１５３号 平成２６年度関市下水道特別会計補正予算（第２号） 

議案第１５４号 平成２６年度関市財産区特別会計補正予算（第２号） 

議案第１５５号 平成２６年度関市食肉センター事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１５６号 平成２６年度関市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１５７号 平成２６年度関市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１５８号 平成２６年度関市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１５９号 平成２６年度関市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１６０号 平成２６年度関市有線放送事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第１６１号 平成２６年度関市水道事業会計補正予算（第１号） 



平成２６年関市議会第４回定例会提出予定補正予算案 

（補正予算１１件 一般会計ほか１０会計） 

１ 補正予算の規模                              （単位：千円）

会計の名称 補正前 補正額 補正後 

(1)  一般会計 37,566,380 246,047 37,812,427

(2)  国民健康保険特別会計（事業勘定） 10,570,300 220,382 10,790,682

          〃     （直診勘定） 442,040 △4,234 437,806

(3)  下水道特別会計 2,387,700 68,927 2,456,627

(4)  財産区特別会計 15,296 1,801 17,097

(5)  食肉センター事業特別会計 50,800 3,882 54,682

(6)  農業集落排水事業特別会計 852,200 8,038 860,238

(7)  公設地方卸売市場事業特別会計 48,847 276 49,123

(8)  介護保険事業特別会計 6,430,179 209,378 6,639,557

(9)  簡易水道事業特別会計 809,550 2,545 812,095

(10)  有線放送事業特別会計 49,500 234 49,734

(11)  水道事業会計 2,471,000 6,797 2,477,797

合   計 62,801,332 764,073 63,565,405

２ 補正予算の主な内容 

議案第１５１号 関市一般会計補正予算（第５号） 

○ 債務負担行為（追加）  73 件 

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

１２ 分担金及び負担金 553,742 1,120 554,862

公共急傾斜地崩壊対策事業分担金 2,080 1,120 3,200 

１４ 国庫支出金 3,782,497 98,594 3,881,091

障害者自立支援給付費国庫負担金 538,665 1,591 540,256 

国保基盤安定国庫負担金 29,678 22 29,700 

がんばる地域交付金（地域活性化・効果実感臨時

交付金） 
0 97,015 97,015 

社会資本整備総合交付金（河川）桐谷川 20,000 △4,000 16,000 

幼稚園就園奨励費国庫補助金 19,500 3,966 23,466 

１５ 県支出金 2,047,160 2,984 2,050,144

障害者自立支援給付費県負担金 301,697 795 302,492 

国保基盤安定県負担金 220,405 30,845 251,250 

地域医療確保事業費県補助金 0 15,533 15,533 

小規模農家組織化支援事業県補助金 0 2,450 2,450 

新規就農者確保事業費県補助金 9,350 △350 9,000 

６次産業化事業県補助金 60,888 △60,888 0 

元気な農業産地構造改革支援事業費県補助金 3,272 1,654 4,926 

人・農地問題解決加速化支援事業県補助金 0 1,400 1,400 

農地集積・集約化対策事業県補助金 0 9,400 9,400 

農業台帳システム整備事業県補助金 0 1,450 1,450 

河川除草県委託金 4,000 695 4,695 

１６ 財産収入 190,935 7,084 198,019

地域振興基金利子 26,381 7,084 33,465 

１８ 繰入金 2,082,664 126,802 2,209,466

財政調整基金繰入金 594,337 126,802 721,139 



款 補正前 補正額 補正後 

２０ 諸収入 1,002,379 9,463 1,011,842

建物災害共済金（太陽光発電設備修理） 0 9,463 9,463 

歳 入 合 計 37,566,380 246,047 37,812,427

○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

１ 議会費 302,979 1,855 304,834

議員報酬 232,578 1,810 234,388 

職員人件費 53,514 45 53,559 

２ 総務費 4,884,774 33,720 4,918,494

職員人件費 1,868,297 △499 1,867,798 

企画調整事業（ＮＨＫのど自慢大会） 0 569 569 

地域振興事業 
ふるさと納税（報償品ほか）、地域振興基金積立金

404,275 8,514 412,789 

行政施設管理事業（庁舎管理） 
車庫棟太陽光発電設備修理、武芸川事務所備品ほか 

648,603 24,150 672,753 

洞戸市場集会所トイレ改修事業補助金 0 224 224 

空調設備設置事業補助金 

（東新・雄飛ケ丘公民センター、間吹集会場） 
0 762 762 

３ 民生費 11,473,949 114,989 11,588,938

職員人件費 828,239 △20,555 807,684 

国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 906,317 55,059 961,376 

重度心身障がい者タクシー及び自家用車利用助成 25,500 3,172 28,672 

自立支援給付事業（補装具給付費（児童）等） 7,050 3,183 10,233 

介護保険事業特別会計繰出金 968,335 26,983 995,318 

ファミリーサポートセンター相互援助活動事業補助金 1,872 769 2,641 

臨時保育士賃金等 195,482 26,456 221,938 

保育所整備事業 
西部保育園仮設園舎借上、田原保育園汚水管改修 

0 6,000 6,000 

生活保護事業 過年度国庫負担金精算金 0 13,922 13,922 

４ 衛生費 3,011,890 9,253 3,021,143

職員人件費 372,059 6,307 378,366 

地域医療寄附講座事業補助金 0 8,333 8,333 

医学生等研修資金貸付金 15,400 △8,200 7,200 

国民健康保険特別会計（直診勘定）繰出金 123,203 △4,234 118,969 

簡易水道事業特別会計繰出金 264,826 2,545 267,371 

下之保大門中屋敷墓地整備事業補助金 0 1,000 1,000 

水道事業会計補助金 児童手当分 1,872 336 2,208 

し尿処理事業 光熱水費ほか 54,874 3,166 58,040 

５ 農林水産業費 1,610,223 △50,828 1,559,395

職員人件費 244,306 △14,011 230,295 

農地台帳システム改修・データ整備 0 1,450 1,450 

農業経営安定化事業（農業振興一般） 

 新規就農者確保事業補助金 

 農業６次産業化ネットワーク活動事業補助金 

 元気な農業産地構造改革支援事業補助金 

 ６次産業化推進整備事業補助金 

 小規模農家組織化支援事業補助金 

 人・農地問題解決加速化支援事業補助金 

機構集積協力金交付事業補助金 

133,857 △54,846 79,011 

食肉センター事業特別会計繰出金 11,487 3,882 15,369 



款 補正前 補正額 補正後 

農業基盤整備支援事業（農業用施設整備） 

 植野ゲート、上之保川合地内農道修繕 
岩本用水地区県営農村環境整備事業 用地・補償 

0 4,435 4,435 

農業集落排水事業特別会計繰出金 707,772 8,038 715,810 

有線放送事業特別会計繰出金 10,193 224 10,417 

６ 商工費 759,141 12,832 771,973

職員人件費 148,353 9,270 157,623 

公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 39,083 276 39,359 

（仮称）池尻・笠神工業団地開発基本調査事業負担金 0 1,036 1,036 

安桜山駐車場法面整備 0 1,500 1,500 

善光寺公園洋便器取替修繕 0 750 750 

７ 土木費 3,483,187 82,681 3,565,868

職員人件費 490,935 △4,426 486,509 

道路整備促進事業（県営事業負担金） 45,600 8,580 54,180 

交通安全施設整備事業（施設管理） 

 防犯灯・道路照明灯 電気料、球切れ修理 
46,686 6,500 53,186 

新ナタ岩橋耐震補強（単独分） 21,200 3,000 24,200 

桐谷川改修 68,000 △4,000 64,000 

急傾斜地崩壊対策事業（公共） 

 洞戸市場、武儀間吹、上之保横腰 
7,900 4,100 12,000 

下水道特別会計繰出金 972,053 68,927 1,040,980 

９ 教育費 5,688,868 41,545 5,730,413

職員人件費 1,414,474 2,208 1,416,682 

私立幼稚園就園奨励補助金 90,000 20,000 110,000 

学校施設管理運営事業（小学校管理）  

 日々雇用校務員賃金等 

修繕料（消防用設備ほか）、 

 校舎改修（安桜小学校特別支援教室改修ほか） 

235,841 2,634 238,475 

学校施設管理運営事業（中学校管理）  

 日々雇用校務員賃金等 

 校舎改修（小金田中特別教室新設に伴う改修） 

137,752 4,956 142,708 

就学支援事業（小中学校） 

要・準要保護児童生徒就学援助 

特別支援学級就学奨励 

53,424 5,294 58,718 

高等学校管理事業（全日制） 

 修繕料（照明機器、空調機器ほか） 

 ＰＣＢ汚染廃棄物運搬処理 

73,287 2,289 75,576 

文化財保護事業 日々雇用職員賃金等 2,400 △1,370 1,030 

埋蔵文化財保全事業 日々雇用職員賃金等 18,782 1,912 20,694 

文化会館（個展室・防音室） 消耗品、備品 500 1,500 2,000 

中池自然の家 光熱水費 6,671 622 7,293 

刃物のまち関シティマラソン事業補助金 5,000 1,500 6,500 

歳 出 合 計 37,566,380 246,047 37,812,427



議案第１５２号 関市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 （事業勘定） 

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

国民健康保険事業収入 10,570,300 220,382 10,790,682

国庫支出金 2,265,187 91,390 2,356,577 

療養給付費交付金 397,698 60,380 458,078 

前期高齢者交付金 2,556,321 △112,774 2,443,547 

県支出金 551,916 18,747 570,663 

繰入金 906,317 55,059 961,376 

繰越金 101,060 107,580 208,640 

歳 入 合 計 10,570,300 220,382 10,790,682

○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

国民健康保険事業費 10,570,300 220,382 10,790,682

職員人件費 102,052 △17,549 84,503 

後期高齢者支援金等 1,267,992 90,212 1,358,204 

前期高齢者納付金等 1,583 △515 1,068 

介護納付金 531,693 53,240 584,933 

国庫支出金等返還金 1 94,994 94,995 

歳 出 合 計 10,570,300 220,382 10,790,682

 （直診勘定） 

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

国民健康保険診療所収入 442,040 △4,234 437,806

繰入金 148,092 △4,234 143,858 

歳 入 合 計 442,040 △4,234 437,806

○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

国民健康保険診療所運営費 442,040 △4,234 437,806

職員人件費 87,565 △4,234 83,331 

歳 出 合 計 442,040 △4,234 437,806

議案第１５３号 関市下水道特別会計補正予算（第２号） 

○ 債務負担行為  ２件 

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

下水道事業収入 2,387,700 68,927 2,456,627

一般会計繰入金 972,053 68,927 1,040,980 

歳 入 合 計 2,387,700 68,927 2,456,627

○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

下水道事業費 1,338,116 46,440 1,384,556

職員人件費 163,293 15,410 178,703 

消費税 11,000 12,786 23,786 

公共下水道維持管理事業（管路施設） 

 計測器設置、維持管理委託ほか 
32,969 6,280 39,249 

公共下水道維持管理事業（処理場施設）光熱水費 88,414 11,964 100,378 



款 補正前 補正額 補正後 

特環下水道事業 1,049,584 22,487 1,072,071

職員人件費 22,526 1,017 23,543 

特定環境保全公共下水道維持管理事業（処理場施設） 

光熱水費、濃縮汚泥運搬委託 
242,995 21,470 264,465 

歳 出 合 計 2,387,700 68,927 2,456,627

議案第１５４号 関市財産区特別会計補正予算（第２号） 

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

財産区事業収入 15,296 1,801 17,097

積立金繰入金 9,266 1,801 11,067 

歳 入 合 計 15,296 1,801 17,097

○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

財産区事業費 15,296 1,801 17,097

官行造林分収契約解除補償金（広見） 731 217 948 

官行造林分収契約解除補償金（東武芸） 2,552 674 3,226 

官行造林分収契約解除補償金（南武芸） 3,018 910 3,928 

歳 出 合 計 15,296 1,801 17,097

議案第１５５号 関市食肉センター事業特別会計補正予算（第２号） 

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

食肉センター事業収入 50,800 3,882 54,682

一般会計繰入金 11,487 3,882 15,369 

歳 入 合 計 50,800 3,882 54,682

○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

食肉センター事業費 50,800 3,882 54,682

食肉センター事業（管理） 

 光熱水費、修繕（漏電ブレーカー取替）ほか 
36,924 3,882 40,806 

歳 出 合 計 50,800 3,882 54,682

議案第１５６号 関市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

○ 債務負担行為   ２件

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

農業集落排水事業収入 852,200 8,038 860,238

一般会計繰入金 707,772 8,038 715,810 

歳 入 合 計 852,200 8,038 860,238



○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

農業集落排水事業費 852,200 8,038 860,238

職員人件費 22,397 791 23,188 

消費税 9,000 616 9,616 

農業集落排水維持管理事業（処理場施設） 

 消耗品、光熱水費、 

 修繕料（千疋地区破砕機修繕ほか） 

 汚泥脱水乾燥業務委託 

277,984 6,631 284,615 

歳 出 合 計 852,200 8,038 860,238

議案第１５７号 関市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号） 

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

市場事業収入 48,847  276 49,123

一般会計繰入金 39,083 276 39,359 

歳 入 合 計 48,847  276 49,123

○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

市場事業費 48,847  276 49,123

 消防設備修繕 0 276 276 

歳 出 合 計 48,847  276 49,123

議案第１５８号 関市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

介護保険事業収入 6,430,179 209,378 6,639,557

国庫支出金 1,447,197 41,142 1,488,339 

支払基金交付金 1,764,702 59,196 1,823,898 

県支出金 905,282 29,598 934,880 

繰入金 1,113,949 68,986 1,182,935 

財政安定化基金貸付金 0 10,456 10,456 

歳 入 合 計 6,430,179 209,378 6,639,557

○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

介護保険給付事業費 6,430,179 209,378 6,639,557

職員人件費 59,194 3,954 63,148 

認定調査委託 4,560 1,300 5,860 

審査支払手数料 6,272 198 6,470 

介護サービス給付費 6,051,073 203,926 6,254,999 

歳 出 合 計 6,430,179 209,378 6,639,557

議案第１５９号 関市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

簡易水道事業収入 809,550 2,545 812,095

一般会計繰入金 264,826 2,545 267,371 

歳 入 合 計 809,550 2,545 812,095



○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

簡易水道事業費 809,550 2,545 812,095

職員人件費 34,556 2,545 37,101 

歳 出 合 計 809,550 2,545 812,095

議案第１６０号 関市有線放送事業特別会計補正予算（第１号） 

○ 債務負担行為   １件

○ 歳入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

有線放送事業収入 49,500 234 49,734

繰入金 10,193 224 10,417 

繰越金 1 10 11 

歳 入 合 計 49,500 234 49,734

○ 歳出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

有線放送事業費 49,500 234 49,734

職員人件費 7,358 234 7,592 

歳 出 合 計 49,500 234 49,734

議案第１６１号 関市水道事業会計補正予算（第１号） 

 （収益的収入及び支出） 

○ 収入                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

水道事業収益 1,508,623 336 1,508,959

営業外収益（一般会計補助金） 1,872 336 2,208 

収 入 合 計 1,508,623 336 1,508,959

○ 支出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

水道事業費用 1,472,257 5,906 1,478,163

職員人件費 164,779 △414 164,365 

水道管漏水等修繕 51,000 6,320 57,320 

支 出 合 計 1,472,257 5,906 1,478,163

 （資本的収入及び支出） 

○ 支出                                   （単位：千円）

款 補正前 補正額 補正後 

資本的支出 998,743 891 999,634

職員人件費 24,126 711 24,837 

企業債償還金 149,439 180 149,619 

支 出 合 計 998,743 891 999,634

※（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 666,442 千円は、減債積立金 25,000 千円、建設

改良積立金 75,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 507,682 千円及び消費税資本的収支調整額 58,7

60 千円で補てんするものとする。） 



【資料】

○基金の状況 （単位：千円）

平成２５年度末
現在高

平成２６年度
積立額

平成２６年度
取崩額

平成２６年度末
現在高見込

Ａ Ｂ Ｃ Ａ＋Ｂ－Ｃ

19,883,656 1,689,655 2,209,466 19,363,845

財 政 調 整 基 金 6,311,510 437,133 721,139 6,027,504

減 債 基 金 2,722,110 374,836 200,000 2,896,946

（ 小 計 ） 9,033,620 811,969 921,139 8,924,450

特 定 目 的 基 金 9,033,506 877,664 1,288,327 8,622,843

定 額 運 用 基 金 1,816,530 22 0 1,816,552

（ 小 計 ） 10,850,036 877,686 1,288,327 10,439,395

998,041 55,169 336,029 717,181

20,881,697 1,744,824 2,545,495 20,081,026

＊基金でない「財産区積立金」を除く。

○市債の状況 （単位：千円）

平成２５年度末
現在高

平成２６年度中
借入額

平成２６年度中
元金償還額

平成２６年度末
現在高見込

Ａ Ｂ Ｃ Ａ＋Ｂ－Ｃ

35,868,322 3,248,400 4,100,642 35,016,080

22,150,349 613,856 1,648,590 21,115,615

国民健康保険事業 244,087 4,300 8,759 239,628

下 水 道 事 業 13,939,741 229,100 989,768 13,179,073

食肉センター事業 109,253 0 12,261 96,992

農業集落排水事業 4,956,257 19,800 387,104 4,588,953

市場施設整備事業 35,282 0 35,282 0

介 護 保 険 事 業 0 10,456 0 10,456

簡 易 水 道 事 業 2,797,969 350,200 192,143 2,956,026

有 線 放 送 事 業 67,760 0 23,273 44,487

2,901,722 250,000 149,439 3,002,283

60,920,393 4,112,256 5,898,671 59,133,978

基金の名称

合　　　　　計

一 般 会 計

特 別 会 計

合　　　　　計

一 般 会 計

特 別 会 計

水 道 事 業

区　　　分


