
平成29年第3回定例議会 
6月定例会報告 



総務教育民生常任委員会 

付託案件 
 議第59号 下呂市行政手続等における情報発信の技術に関する条例
について 

  マイナンバーカードによるマイナポータル使用に向けた整備、子
育てワンストップサービスなど様々なサービス強化を行う。     

 議第60号 下呂市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例につ
いて 

   新たに上原めだかクラブ 中原めだかクラブを夏休みのみ行う 

 議第63号 下呂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条
例 

   上位法改正のために変更 



総務教育民生常任委員会 

委員会での主な内容 
 マイナンバーカードの普及率は申請件数3036件（8.84％）交付率

2354件（6.85％）全国平均6.6％県平均8.4％ 

 カードリーダーなどの購入など利用するには様々な機会の投資も必
要。今後は啓発活動に力を入れていく。 

 放課後児童クラブ 運営は地域の方のご協力を頂き下呂市直営。 

 金山の道の駅が重点道の駅として認定を受けた事により駐車場の整
備とクールチョイス事業で電気自動車の充電機を設置した。 

 つながる食育では孤食や欠食を防ぐために子ども食堂なども検討す
べき 

 医療ビジョンが出来、お医者さんの居住環境の整備特に下呂温泉を
利用すべきとの意見に、市長より医師会との懇談会などで対応を検
討する。 

 素晴らし福祉計画が出来上がり、住民福祉を充実させるためには、
福祉委員さんなどの経験者をサポート役としてご支援いただける仕
組みを検討してほしい。 



産業経済常任委員会 

付託案件 
 議第61号 下呂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 

  農地利用最適化交付金 農地の集約や遊休地解消などの成果に応
じた手当を基礎報酬に上乗せを行う。     

 議第60号 下呂市市営駐車場条例の一部を改正する条例について 

  現在整備を行っている阿多野駐車場を新たに追加する 

 

 

 



産業経済常任委員会 

委員会での主な意見 
 農業委員会は新たに部会を設け農地の集約と遊休地解消に向けて取
り組む。 

 有害鳥獣処理施設ではERCM方式を昨年熊本県へ視察、未だに検査

結果が出てこない事で熊本の施設では鳥獣のみでの実験が今まで
行っていなかった。今回のデータは7月中には出てくる。 

 視察では事前に送った個体を処理し、その残渣を確認した。その後
鳥獣のみで処理し、検査を行っている。 

 牛のオリンピック 第11回全国和牛能力共進会最終選抜の結果、下

呂市では出場牛がいない報告を受け、今までこんな事は無かった、
産業の発展のために努力してほしいとのご意見が有った 



予算特別委員会 

補正額 1億5千654万 

一般会計補正額 1億１千173万円 

 4月定期異動に伴う職員給与費などの
補正が主なもの 

 



平成2 9年度6月補正予算の概要    予算特別委員会資料【財務課】 
く単位：千円〉 

会計区分 補正前の額 補正額 補正後の額 

一般会計 23,187, 455 111,739 23, 299,194 

特 別 会 計 （ 6会 計 ）  12, 829, 530 20. 073 12, 849, 603 

企 業 会 計 （ 3会 計 ）  2, 268, 724 24, 736 2, 293, 460 

合 計  38. 285. 709 156, 548 38, 442, 257 
予算補正の主な内容 【一般会計】 

内 容 予算の増減 担当課 備考（特定財源等） 

〇4月定期異動等による職員給与費•共済費•退職手当組合負担金の

変更 •給与、手当の補正増11,868•共済負担金の補正増13, 919 •退

職手当組合負担金の補正増7, 782 ※特別会計繰出金の調整もあり 

33, 569 総務課 県防災ヘリコプター連絡協議会5, 500 

住宅使用料からの財源充当額5, 491 

下呂ネッ卜サービス事業 

•市道新設に伴う有線テレビ施設の支障移転負担金（小川区大渕地内） 

2, 500 生活課 

宝くじの社会貢献広報事業 事業採択による追加  

  除雪機購入に対する補助金（小坂地域赤沼田区2台） 

1.400 市民活動推進
課 

コミュニティ助成事業助成金1,400 

小坂地域地域振興事業臨時 

  御嶽登山道補修測量設計事業県補助事業採択による財源充当 

(財源充当のみ） 小坂地域振興
課 

岐阜県清流の国ぎふ推進事業補助金2,000 

(事業費5, 400 ） 

森と人の物語推進プロジェク卜事業 • 

  県補助事業採択による財源充当 

(財源充当のみ） 企画課 清流の国ぎふ森林•環境基金事業補助金1,500  

（車業費）1,688） 

介趣職員確保対策事業 

•介護従事者確保に向けての事業所との検討会議開催経費 

202  高齢福祉課 

乗政診療所管理運営費 
•施設修繕（雨漏り対応）の必要性から運営補助金を増額 

662  健康医療課 

休日診療所管理運営費 

•全自動血球計数器の故障による更新 

1.944  健康医療課 

環境施設整備地域振興事業（クリーンセンター更新関連事業） 

•三原地区地域振興事業負担金（集会場駐車場舗装、AED設置、給水

装置改修等）  

•大渕地内市道開設に伴うブロック積面穑の増、排水路修繕、電柱移

転補償等 

10. 568  

1.540  

環境施設課 

農業委員会運営費 

•委員報酬•費用弁償の増額（農地利用最適化活動の日数増加） 

農務課 (県)農地利用最適化:交付金1,248  

機構集積支援事業 

•農地利用最適化活動が事業対象外となったため減額 

A 468千円 農務課 (県)典業委員会補助金△   



間伐等森林整備推進事業事業採択による追加 •自伐林家型森林整

備事業間伐2. 2ha 

304 林務課 (県}自伐林家型地域森林整備事業補助金304 

清流の国ぎふ森林•環境基金事業事業採択による追加 •県

産材備品購入（下呂児童館）、森林地域外危険木除去 

1.116 林務課 (県)清流の国ぎふ森林•環境基金事業補助金1,116 

観光戦略強化事業国との共同事業化に伴う予算組換 

•事業追加 •国の直接執行分12, 060千円を下呂市の予算から減額 

 •広域観光周遊ルート形成促進事業2, 500千円(国も同額）の追加 

 •下呂市執行分については、下呂市DMO委員会への負担金に組み換え 

△ 9, 560 観光課 ※「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」の採択 

下呂観光施設管理費 
阿多野市営駐車場の施設業務委託料、電気料 

1,116 観光課 駐車場使用料収入600 

道路新設改良諸経費臨時 

•和川12号線改良予備設計（県道改良に伴う既設橋梁の拡幅検討） 

•萩原踏切歩道設置に向けての基本検討•調査業務（法指定に基づく対応) 

5. 347 土木課 

都市再生整備事業 

•阿多野市営駐車場整備に伴うフェンス設置工事等の追加 •都市再生整備事業の

基本設計に向けた用地測量費の増額 

7. 346 

社会資本整備総合交付金住宅•建築物安全ストック形成事業 
•県指定建築物4棟の耐震診断（緊急輸送道路=R41)補助率（国.1/3 •県と市1/4) 

12, 637 建築課 (国）社会資本整備総合交付金5, 053 

(県）社会資本整備総合交付金3, 790 

災害対策諸経費（コミュニティ自主防災組織育成事業）事業採択による追加 •防

災倉庫、発電機、防災資機材等の整備に対する補助金（小坂地域長瀬区） 

1,400 危機管理課 コミュニティ助成車業助成金1,400千円 

災害対策諸経費臨時NTT避難所用特設電話回線の増加による電話機購入  

  • Aランク避難所（7施設21回線）=>全避難所（25施設57回線） 

300 危機管理課 

つながる食育推進事業下呂小学校が文科省からモデル校指定 
•推進委員会、食育講演会、食育カレンダー、映画上映、市場見学•農家訪問など 

2.911 教育総務課 (県)つながる食育推進事業委託金2, 910千円 

予備費不測の事態に備えるため  
• 6月補正予算での増額（財源調整含む） 

11,250 財務課 財政脚整基金繰入金85, 000  

財政調整基金繰入額合計1,550, 000千円 

4月定期異動による職員給与費、手当等の補正など 
〈介餿保険（事業勘定）> 介護認定審査会システムサーバー移転経費（情報センターへ）8, 272千円 
〈簡易水道〉    県道災害復旧工事に伴う水道管移設（和川簡水蛇之尾地内）3, 702千円 

【特別会計】 

【企業会計】 4月定期異動による職員給与費、手当等の補正など 



下呂市の予算規模 

一般会計  ２３１億8,000万円 

特別会計  １２８億2,953万円 

企業会計   ２２億6,872万円 

 

合計   ３８２億7,825万円 

 



平成29年度予算の概要 

前年対比１３億６千万円6.2%増額 
231億８千万 

普通建設費が約１５億円の増額で、新
クリーンセンター建設工事、庁舎・振
興事務所の耐震工事など大規模事業が
行われる 



一般会計予算規模の推移 
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歳入 収入の部 
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歳出 支出の部 

議会費 
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性質別経費 
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その他の経費 



以上6月定例会の報告でした。 


