
第3回笠松町議会定例会議決結果 （9月3日開会　9月19日閉会） 

第４６号　笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同
意 

委員のうち任期満了となる棚橋重廣氏（北及）と野々
垣 隆氏（月美町）を引き続き同委員に選任するため、
町議会の同意を求めるもの 
第４７号　人権擁護委員候補者の推せん 
委員のうち任期満了となる杉山 詞一氏（円城寺）と
纐纈 英子氏（田代）を引き続き同委員候補者に推せ
んするため、町議会の同意を求めるもの 
第４８号　笠松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例 
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、会計年度任用職員に対
する給与と費用弁償について、新規条例を制定 
第４９号　成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条
例 

成年被後見人などの人権が尊重されるよう権利の
制限に関する措置の見直しが行われたことに伴い、消
防団員の欠格事項から成年被後見人などを削除する
ほか関係条例の所要の規定整備 
第５０号　笠松町印鑑条例の一部を改正する条例 
住民基本台帳法施行令の一部改正により、印鑑登

録を行う印鑑について、旧氏を使用することが可能とな
ることに伴い、印鑑登録証明書に旧氏を記載するなど
所要の規定整備 
第５１号　笠松町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 
笠松町災害弔慰金等支給審査委員会、笠松町学
校給食用物資選定委員会を設置し、委員に対して報
酬を支給することに伴う所要の規定整備 
第５２号　笠松町多目的運動場条例の一部を改正する条

例 
指定管理者である一般財団法人岐阜県サッカー協
会との協議により、今後の大規模改修に備えるため、使
用料を改正することに伴う所要の規定整備 
第５３号　笠松町行政財産の目的外使用にかかる使用料

徴収条例の一部を改正する条例 
１０月１日より消費税（地方消費税含む）が税率１０%
に引き上げられることに伴う所要の規定整備 
第５４号　笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担に関する条例の一部を改
正する条例 

１０月１日より実施される幼児教育・保育の無償化に
伴う所要の規定整備 
第５５号　笠松町法定外公共物管理条例の一部を改正す

る条例 
１０月１日より消費税（地方消費税含む）が税率１０%
に引き上げられることに伴う所要の規定整備 

第５６号　笠松町道路占用料徴収条例の一部を改正する
条例 

１０月１日より消費税（地方消費税含む）が税率１０%
に引き上げられることに伴う所要の規定整備 
第５７号　笠松町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例 
災害弔慰金の支給等に関する法律と施行令の一部
改正に伴い、災害弔慰金と見舞金の支給に関して合
議制の機関を置くなど、所要の規定整備 
第５８号　円城寺雨水調整池（機械設備）整備工事請負契

約の締結 
　契約の金額 金 ６６,９６０,０００円 
　契約の相手方 朝日設備工業株式会社 

第５９号　町道の路線認定 
北及地内の宅地開発により設置された私有道路の
町道編入 
第６０号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（第３号） 

　補正額 １９２,３７９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,９８６,６９１,０００円 

［主な補正内容］ 
・令和２年７月に実施を予定しているマイナンバーカード
を活用した消費活性化策の実現に向けた環境整備
に伴う費用を計上 
・平成３０年度障害者自立支援給付費と福祉医療費
助成事業補助金の精算に伴い返還金を増額 
・乳児室床改修による工事費増に伴う笠松保育園施
設改修補助金を増額 
・小児がん治療で脊髄移植を受けた患者に対し定期
予防接種の再接種が必要な場合の助成金を計上 
・舗装劣化や道路排水機能低下などにより緊急修繕
を見込み工事請負費を増額 
・笠松小学校において、空調設備機器の不良と雨漏
りが発生したため修繕料を増額 
・ふるさと岐阜への誇りと愛着を育む「清流の国　ふ
るさと魅力体験事業」の対象に笠松小学校と松枝
小学校の４年生が決定したことに伴い、体験学習を
行う費用を計上 
・前年度繰越金を財政調整基金に積み立てるため積
立金を増額 

第６１号　令和元年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第２号） 

　補正額 １９,０６３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,３５１,９６２,０００円 

［主な補正内容］ 
・平成３０年度国民健康保険給付費等交付金（普通
交付金）の精算に伴い返還金を増額 

第６２号　令和元年度笠松町介護保険特別会計補正予算
（第２号） 

　補正額 ７１,４８０,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,００５,７００,０００円 

［主な補正内容］ 
・平成３０年度事業精算に伴い、国・県・社会保険診
療報酬支払基金に対する返還金、一般会計繰出金
を増額 

第６３号　令和元年度笠松町下水道事業会計補正予算 
（第２号） 

　補正額 ３１,３７３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,４５５,３６６,０００円 

［主な補正内容］ 
・平成３０年度分消費税（地方消費税含む）の確定と
令和元年度中間・確定申告納付予定に伴い消費税
額を増額 
・県が令和元年度流域下水道事業における国費の
内示を受け、今年度の執行計画事業を前倒しして
実施することに伴い、負担金を増額 

第６４号　平成３０年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定 
　歳入総額 ７,２９６,０９６,７７２円 
　歳出総額 ６,８３１,３７２,７６５円 
　差引残額 ４６４,７２４,００７円 

第６５号　平成３０年度笠松町国民健康保険特別会計歳入
歳出決算認定 

　歳入総額 ２,６２７,０１８,２８６円 
　歳出総額 ２,５２５,３７９,３５３円 
　差引残額 １０１,６３８,９３３円 

第６６号　平成３０年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳
入歳出決算認定 

　歳入総額 ２７２,６１２,０９４円 
　歳出総額 ２７２,４０５,０７９円 
　差引残額 ２０７,０１５円 

第６７号　平成３０年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出
決算認定 

　歳入総額 １,８３５,７２１,８０３円 
　歳出総額 １,７６３,９３４,０１０円 
　差引残額 ７１,７８７,７９３円 

第６８号　平成３０年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳
出決算認定 

　歳入総額 ７９１,２２７,６６５円 
　歳出総額 ７６３,４５９,７７９円 
　差引残額 ２７,７６７,８８６円 

第６９号　平成３０年度笠松町水道事業会計決算の認定並
びに剰余金の処分 

　収益的収入 ２６４,９４９,６０９円 
　収益的支出 ２０４,５４９,７０３円 
　差　引　額 ６０,３９９,９０６円 
　資本的収入 １６,３８１,２００円 
　資本的支出 ５５,５８４,６５２円 
　差　引　額 △ ３９,２０３,４５２円 
　（第６４号から第６９号までは、２～５ページ参照） 

第７０号　笠松町公共施設巡回町民バス設置条例の一部
を改正する条例 

自主的に運転免許証を返納する高齢者を支援する
ため、笠松町公共施設巡回町民バスの免除制度を拡
充（１年間免除）することに伴い、所要の規定整備 

［すべて可決］ 
【報告】 
・平成３０年度笠松町健全化判断比率の報告 
（５ページ参照） 
・平成３０年度笠松町資金不足比率の報告 
（５ページ参照） 

ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」認定店 ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」認定店 ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」認定店 
　地場産品の生産や消費を拡大し農業の振興を図るため、地元で生産された農畜産物など
を積極的に取扱う次の店舗を、ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」として認定しています。 

東金池町138番地の2 
（蕁387‐6653） 

 
【問 合 先】 
※引きつづき、ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」認定店を募集しています。 

環境経済課　蕁388‐1114

カフェ アジャーラー 

門間111番地 
（蕁388‐3208） 

おんさい朝市さかい川グリーン 

令和元年11月1日　第1110号 令和元年11月1日　第1110号 



第3回笠松町議会定例会議決結果 （9月3日開会　9月19日閉会） 

第４６号　笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同
意 

委員のうち任期満了となる棚橋重廣氏（北及）と野々
垣 隆氏（月美町）を引き続き同委員に選任するため、
町議会の同意を求めるもの 
第４７号　人権擁護委員候補者の推せん 

委員のうち任期満了となる杉山 詞一氏（円城寺）と
纐纈 英子氏（田代）を引き続き同委員候補者に推せ
んするため、町議会の同意を求めるもの 
第４８号　笠松町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例 
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、会計年度任用職員に対
する給与と費用弁償について、新規条例を制定 
第４９号　成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条
例 

成年被後見人などの人権が尊重されるよう権利の
制限に関する措置の見直しが行われたことに伴い、消
防団員の欠格事項から成年被後見人などを削除する
ほか関係条例の所要の規定整備 
第５０号　笠松町印鑑条例の一部を改正する条例 
住民基本台帳法施行令の一部改正により、印鑑登

録を行う印鑑について、旧氏を使用することが可能とな
ることに伴い、印鑑登録証明書に旧氏を記載するなど
所要の規定整備 
第５１号　笠松町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 
笠松町災害弔慰金等支給審査委員会、笠松町学
校給食用物資選定委員会を設置し、委員に対して報
酬を支給することに伴う所要の規定整備 
第５２号　笠松町多目的運動場条例の一部を改正する条

例 
指定管理者である一般財団法人岐阜県サッカー協
会との協議により、今後の大規模改修に備えるため、使
用料を改正することに伴う所要の規定整備 
第５３号　笠松町行政財産の目的外使用にかかる使用料

徴収条例の一部を改正する条例 
１０月１日より消費税（地方消費税含む）が税率１０%
に引き上げられることに伴う所要の規定整備 
第５４号　笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担に関する条例の一部を改
正する条例 

１０月１日より実施される幼児教育・保育の無償化に
伴う所要の規定整備 
第５５号　笠松町法定外公共物管理条例の一部を改正す

る条例 
１０月１日より消費税（地方消費税含む）が税率１０%
に引き上げられることに伴う所要の規定整備 

第５６号　笠松町道路占用料徴収条例の一部を改正する
条例 

１０月１日より消費税（地方消費税含む）が税率１０%
に引き上げられることに伴う所要の規定整備 
第５７号　笠松町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例 
災害弔慰金の支給等に関する法律と施行令の一部
改正に伴い、災害弔慰金と見舞金の支給に関して合
議制の機関を置くなど、所要の規定整備 
第５８号　円城寺雨水調整池（機械設備）整備工事請負契

約の締結 
　契約の金額 金 ６６,９６０,０００円 
　契約の相手方 朝日設備工業株式会社 

第５９号　町道の路線認定 
北及地内の宅地開発により設置された私有道路の
町道編入 
第６０号　令和元年度笠松町一般会計補正予算（第３号） 
　補正額 １９２,３７９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,９８６,６９１,０００円 

［主な補正内容］ 
・令和２年７月に実施を予定しているマイナンバーカード
を活用した消費活性化策の実現に向けた環境整備
に伴う費用を計上 
・平成３０年度障害者自立支援給付費と福祉医療費
助成事業補助金の精算に伴い返還金を増額 
・乳児室床改修による工事費増に伴う笠松保育園施
設改修補助金を増額 
・小児がん治療で脊髄移植を受けた患者に対し定期
予防接種の再接種が必要な場合の助成金を計上 
・舗装劣化や道路排水機能低下などにより緊急修繕
を見込み工事請負費を増額 
・笠松小学校において、空調設備機器の不良と雨漏
りが発生したため修繕料を増額 
・ふるさと岐阜への誇りと愛着を育む「清流の国　ふ
るさと魅力体験事業」の対象に笠松小学校と松枝
小学校の４年生が決定したことに伴い、体験学習を
行う費用を計上 
・前年度繰越金を財政調整基金に積み立てるため積
立金を増額 

第６１号　令和元年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第２号） 

　補正額 １９,０６３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,３５１,９６２,０００円 

［主な補正内容］ 
・平成３０年度国民健康保険給付費等交付金（普通
交付金）の精算に伴い返還金を増額 

第６２号　令和元年度笠松町介護保険特別会計補正予算
（第２号） 

　補正額 ７１,４８０,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,００５,７００,０００円 

［主な補正内容］ 
・平成３０年度事業精算に伴い、国・県・社会保険診
療報酬支払基金に対する返還金、一般会計繰出金
を増額 

第６３号　令和元年度笠松町下水道事業会計補正予算 
（第２号） 

　補正額 ３１,３７３,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,４５５,３６６,０００円 

［主な補正内容］ 
・平成３０年度分消費税（地方消費税含む）の確定と
令和元年度中間・確定申告納付予定に伴い消費税
額を増額 
・県が令和元年度流域下水道事業における国費の
内示を受け、今年度の執行計画事業を前倒しして
実施することに伴い、負担金を増額 

第６４号　平成３０年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定 
　歳入総額 ７,２９６,０９６,７７２円 
　歳出総額 ６,８３１,３７２,７６５円 
　差引残額 ４６４,７２４,００７円 

第６５号　平成３０年度笠松町国民健康保険特別会計歳入
歳出決算認定 

　歳入総額 ２,６２７,０１８,２８６円 
　歳出総額 ２,５２５,３７９,３５３円 
　差引残額 １０１,６３８,９３３円 

第６６号　平成３０年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳
入歳出決算認定 

　歳入総額 ２７２,６１２,０９４円 
　歳出総額 ２７２,４０５,０７９円 
　差引残額 ２０７,０１５円 

第６７号　平成３０年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出
決算認定 

　歳入総額 １,８３５,７２１,８０３円 
　歳出総額 １,７６３,９３４,０１０円 
　差引残額 ７１,７８７,７９３円 

第６８号　平成３０年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳
出決算認定 

　歳入総額 ７９１,２２７,６６５円 
　歳出総額 ７６３,４５９,７７９円 
　差引残額 ２７,７６７,８８６円 

第６９号　平成３０年度笠松町水道事業会計決算の認定並
びに剰余金の処分 

　収益的収入 ２６４,９４９,６０９円 
　収益的支出 ２０４,５４９,７０３円 
　差　引　額 ６０,３９９,９０６円 
　資本的収入 １６,３８１,２００円 
　資本的支出 ５５,５８４,６５２円 
　差　引　額 △ ３９,２０３,４５２円 
　（第６４号から第６９号までは、２～５ページ参照） 

第７０号　笠松町公共施設巡回町民バス設置条例の一部
を改正する条例 

自主的に運転免許証を返納する高齢者を支援する
ため、笠松町公共施設巡回町民バスの免除制度を拡
充（１年間免除）することに伴い、所要の規定整備 

［すべて可決］ 
【報告】 
・平成３０年度笠松町健全化判断比率の報告 
（５ページ参照） 
・平成３０年度笠松町資金不足比率の報告 
（５ページ参照） 

ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」認定店 ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」認定店 ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」認定店 
　地場産品の生産や消費を拡大し農業の振興を図るため、地元で生産された農畜産物など
を積極的に取扱う次の店舗を、ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」として認定しています。 

東金池町138番地の2 
（蕁387‐6653） 

 
【問 合 先】 
※引きつづき、ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」認定店を募集しています。 

環境経済課　蕁388‐1114

カフェ アジャーラー 

門間111番地 
（蕁388‐3208） 

おんさい朝市さかい川グリーン 

令和元年11月1日　第1110号 令和元年11月1日　第1110号 


