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平成２４年第４回高山市議会定例会 提出議案の概要 

 

報第８号 損害賠償の額の決定の専決処分について              （Ｐ１） 

 

 ① 平成２４年２月２８日、高山市上宝町本郷２４７５番地３先 市道山王線で発生した道路側溝 

のグレーチングによる走行中の車両破損事故に関し損害賠償金を支払うことについて専決処分し

たので報告する。 

   専決年月日 平成２４年６月２２日 

   損害賠償額 ４６，４７３円 

 

 ② 平成２４年３月１７日、高山市下林町１１５１番地１先 市道中山線で発生した市道上にでき 

  た凹地による走行中の車両破損事故に関し損害賠償金を支払うことについて専決処分したので報 

告する。 

 専決年月日 平成２４年７月１１日 

 損害賠償額 ２９，３０６円 

    

 ③ 平成２４年４月１９日、高山市奥飛驒温泉郷福地７９１番地先 市道福地線で発生した直進中の 

  公用車と右折車両との接触事故に関し損害賠償金を支払うことについて専決処分したので報告す 

る。 

   専決年月日 平成２４年７月１１日 

   損害賠償額 ９，６４５円 

 

 ④ 平成２４年４月２９日、高山市三福寺町３５０４番地５先 市道三福寺曙１号線で発生した道 

路側溝の金属製天端カバーが破損していたことによる走行中の車両破損事故に関し損害賠償金を 

支払うことについて専決処分したので報告する。 

 専決年月日 平成２４年６月２９日 

 損害賠償額 ９，４５０円 

  

 ⑤ 平成２４年５月１７日、高山市桐生町３丁目２０８番地 高山消防署北側通路で発生した建物壁 

  面に立てかけてあった作業用一輪車が強風で倒れたことによる駐車中の車両破損事故に関し損害 

賠償金を支払うことについて専決処分したので報告する。 

   専決年月日 平成２４年８月７日 

   損害賠償額 ７４，５８２円 

 

 

報第９号 継続費精算報告書（一般会計）について             （Ｐ３） 

 

次の事業について、継続費に係る継続年度が終了したことに伴い継続費精算報告書を調製したので

報告する。 

・国府支所建設事業（平成２１年度～平成２３年度） 

・ごみ焼却施設整備事業（平成２２年度～平成２３年度） 
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報第１０号 継続費精算報告書（下水道事業特別会計）について        （Ｐ５） 

 

次の事業について、継続費に係る継続年度が終了したことに伴い継続費精算報告書を調製したので

報告する。 

・宮川終末処理場改造事業（揚水ポンプ）（平成２２年度～平成２３年度） 

 

 

認第 １号 平成２３年度高山市一般会計歳入歳出決算について 

認第 ２号 平成２３年度高山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について 

認第 ３号 平成２３年度高山市下水道事業特別会計歳入歳出決算について 

認第 ４号 平成２３年度高山市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算について 

認第 ５号  平成２３年度高山市学校給食費特別会計歳入歳出決算について 

認第 ６号 平成２３年度高山市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について 

認第 ７号 平成２３年度高山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について 

認第 ８号 平成２３年度高山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について 

認第 ９号 平成２３年度高山市観光施設事業特別会計歳入歳出決算について 

認第１０号 平成２３年度高山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について 

平成２３年度一般会計及び特別会計（９会計）の決算について監査委員の意見を付けて認定を求め

る。 

（一般会計） 

歳入  ５１，０６９，２９８千円（前年度比  △３，５８１，６６６千円  ６．６%減） 

歳出  ４６，８３４，２２０千円（前年度比  △３，１３５，５５０千円  ６．３%減） 

差引   ４，２３５，０７８千円（前年度比    △４４６，１１６千円  ９．５%減） 

実質収支 ３，３５６，７１４千円（前年度比      ６７，９８８千円  ２．１%増） 

（特別会計） 

歳入  ２４，９７９，８５６千円（前年度比     １２４，４２６千円  ０．５%増） 

歳出  ２４，２０９，３５４千円（前年度比     ３３７，５１２千円  １．４%増） 

差引     ７７０，５０２千円（前年度比    △２１３，０８６千円 ２１．７%減） 

実質収支   ７６３，３４９千円（前年度比    △２２０，２３９千円 ２２．４%減） 

 

 

認第１１号 平成２３年度高山市水道事業会計利益の処分及び決算について                   

    

平成２３年度水道事業会計の利益の処分及び決算について監査委員の意見を付けて認定を求める。 

・経営収支（純利益） 

３億５９万１千円 (前年度比 ９，３０９万４千円の減 ２３．６％減） 

・給水件数      ２７,３０３件（前年度比  １，６６０件の増   ６．５％増） 

・年間有収水量    ９０７万６千㎥（前年度比      ３８万㎥の増  ４．４％増） 
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議第５９号 高山市防災会議条例及び高山市災害対策本部条例の一部を改正する条例につ

いて                             （Ｐ７） 

 

 災害対策基本法の改正等に伴い高山市防災会議の役割等の見直し等を行うもの 

   ・災害発生時の情報収集の役割を災害対策本部へ移行 

 ・防災に関する諮問的機関の機能を強化 

 ・地域防災計画策定への多様な主体の参画を推進するため、自主防災組織関係者及び学識経験者を 

  委員に加える。 

施行期日 公布の日  

  

議第６０号 高山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について 

 （Ｐ１０） 

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により市町村が設置する一般廃棄物処理施設における技術 

  管理者の資格に関する基準を定めるもの 

  ・技術管理者の資格に関する基準  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則による基準と同様とする。                  

  施行期日 公布の日 

  ・ 

議第６１号 高山市風致地区条例について                 （Ｐ１３）                                

 

  風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の改正により風致地 

区内の規制に関する基準を定めるもの 

・風致地区内の規制に関する基準  

岐阜県風致地区条例による基準と同様とする。 

 施行期日 平成２５年４月１日 

 

議第６２号 高山市誰にもやさしいまちづくり条例の一部を改正する条例について 

                                    （Ｐ２４） 

  郵便局株式会社法の改正等に伴う条文整備 

    施行期日 平成２４年１０月１日 

 

議第６３号 高山市地区公民館及び集会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                       （Ｐ２６）   

                             

  日面集会所（高山市丹生川町地内）を廃止するため改正するもの 

     施行期日 平成２４年１１月１日 

 

議第６４号 高山市埋蔵文化財センター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                         （Ｐ２８） 

 

  国府文化財保護センター(高山市国府町地内)を廃止するため改正するもの 

    施行期日 平成２４年１１月１日  



  

 - 4 - 

議第６５号 高山市火災予防条例の一部を改正する条例について       （Ｐ３０） 

 

  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関 

する基準を定める省令の改正に伴い急速充電設備に係る火災予防上の設置基準を定めるもの  

  施行期日 平成２４年１２月１日               

 

 

議第６６号 高山市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格 

基準に関する条例について                  （Ｐ３５） 

 

  水道法の改正により水道事業者が市町村である場合における水道の布設工事監督者の配置に関する基 

  準及び布設工事監督者の資格に関する基準並びに水道技術管理者の資格に関する基準を定めるもの 

   ・水道の布設工事監督者の配置に関する基準等  

水道法施行令及び同法施行規則による基準と同様とする。 

   施行期日 公布の日 

 

議第６７号 宮川終末処理場脱水機長寿命化工事（機械設備）請負契約の締結について 

                                                              （Ｐ３９） 

  宮川終末処理場脱水機長寿命化工事（機械設備）請負契約締結について議決を求めるもの  

 

議第６８号 高山市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定の変更について （Ｐ４１） 

 

   郵便局株式会社法の改正等に伴い変更するもの    

 

議第６９号  平成２４年度高山市一般会計補正予算（第１号）            （別冊） 

補正額  １，１８６，２６１千円（補正後 46,486,261千円 当初予算に対し 2.6%増） 

主な内容  

○景気対策事業（災害復旧含む）     １，０２９，０００千円 

・住宅エコ推進事業補助金の増額              ５０，０００千円 

エコ住宅の新築、エコリフォームに対する助成制度の延長（H25.3.31着工分まで） 

・道路等維持修繕費の増額                ４３０，０００千円 

市道や普通河川の維持修繕の追加実施 

・林道、農道等維持修繕費の増額             １２０，０００千円 

林道、農道、用排水路などの維持修繕の追加実施 

・道路改良、橋りょう耐震補強事業費の増額         ４６，０００千円 

市道の改良、橋りょうの耐震補強の追加実施 

・公共施設修繕費等の増額                １１７，０００千円 

保育園、観光施設、市営住宅、公園施設、小中学校、体育施設の修繕 

・災害復旧事業費の増額                 ２６６，０００千円 

豪雨により被災した土木施設（市道、普通河川）、農業用施設（用水路、農 

地など）の災害復旧工事の実施 
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  ○その他の補正 

・情報通信基盤整備事業補助金の増額            １３，５００千円 

地デジ放送受信のための共聴施設整備に対する助成 

・社会福祉奉仕活動事業補助金の増額             ５，０００千円 

民間団体が行う被災地のこどもたちの受入事業に対する助成 

・老人福祉施設の整備に対する助成             ８３，６００千円 

認知症高齢者グループホーム等の施設整備に対する助成 

・児童福祉施設等の整備に対する助成            １０，０００千円 

私立保育所及び障がい児通所支援事業所の施設整備等に対する助成 

・飛騨高山文化芸術祭実行委員会負担金の増額        １３，０００千円 

第１回飛騨高山文化芸術祭プレイベントの実施 

 

議第７０号 平成２４年度高山市下水道事業特別会計補正予算（第１号）       （別冊） 

補正額  ２５，０００千円（補正後 3,401,400千円 当初予算に対し 0.7%増） 

内 容  管きょ建設事業費の増額 

 

議第７１号 平成２４年度高山市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）     （別冊） 

内 容  繰越明許費 

   平湯簡易水道整備事業の繰越 
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