平成２７年第１回高山市議会定例会
議第１号

提出議案の概要

平成２６年度高山市一般会計補正予算（第６号）の専決処分について （Ｐ１）

専決年月日 平成２６年１２月２６日
補正額

３００，０００千円（補正後 48,879,217 千円 当初予算に対し 7.7 %増）

主な内容

除雪対策費

議第２号

平成２６年度高山市一般会計補正予算（第７号）の専決処分について （Ｐ５）

専決年月日 平成２７年１月３０日
補正額

２００，０００千円（補正後 49,079,217 千円 当初予算に対し 8.1 %増）

主な内容

除雪対策費

議第３号

平成２６年度高山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の専決処分
について
（Ｐ９）

専決年月日 平成２６年１２月２０日
補正額

１０，０００千円（補正後 638,700 千円

主な内容

１２月の大雪による停電対策

議第４号

当初予算に対し 2.2 %増）

高山市特別職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
（Ｐ１３）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い関係条例（６本）を改正するもの
施行期日 平成２７年４月１日
（経過措置：現教育長の任期中は現行どおりとする。）

議第５号

高山市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
について
（Ｐ３１）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い教育長の勤務時間等を定めるため制定
するもの
施行期日 平成２７年４月 1 日
（経過措置：現教育長の任期中は現行どおりとする。）
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議第６号

高山市行政組織条例の一部を改正する条例について

（Ｐ３３）

行政組織の見直しを行うため改正するもの
ブランド・海外戦略部の新設
施行期日 平成２７年４月１日

議第７号

高山市職員定数条例の一部を改正する条例について

（Ｐ３５）

職員定数の見直しを行うため改正するもの
・職員定数（総数） ９８０人 → ８６０人
施行期日 平成２７年４月１日

議第８号

高山市各種委員等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
（Ｐ３８）

地域審議会の設置期間（平成１７年２月１日から平成２７年３月３１日まで）の終了に伴い改
正するもの
・報酬及び費用弁償を支払うべき各種委員等から地域審議会委員を削除
施行期日 平成２７年４月１日

議第９号

高山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について （Ｐ４０）

国家公務員退職手当法の改正に伴い改正するもの
①早期退職募集制度の創設
従来の「退職勧奨制度」を廃止し、年齢別構成の適正化を目的とした制度の創設
②退職手当の調整額の見直し
給与制度の総合的見直しに伴う調整により、国家公務員の取扱いに準じて引上げ
施行期日 平成２７年４月１日

議第１０号

高山市情報公開条例の一部を改正する条例について

独立行政法人通則法の改正に伴い条文整備を行うもの
施行期日 平成２７年４月１日
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（Ｐ５８）

議第１１号

高山市行政手続条例の一部を改正する条例について

（Ｐ６０）

行政手続法の改正に伴い改正するもの
①行政手続法と同様に次の手続等を規定
・市が行政指導を行う場合において、その根拠等の明示を義務付け
・行政指導を受けた相手方が違法な行政指導の中止等を求める手続
・第三者が市に対して違法な行為の是正を求めるための処分・行政指導を求める手続
施行期日 平成２７年４月１日

議第１２号

高山市手数料条例の一部を改正する条例について

（Ｐ６５）

建築基準法の改正等に伴い改正するもの
①建築基準法の改正に伴う構造計算適合性判定手数料の削除
②鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の題名等の改正に伴う条文整備
③長期優良住宅建築等計画認定制度の見直しに伴う審査手数料の新設
施行期日 ①平成２７年６月１日 ②平成２７年５月２９日 ③規則で定める日

議第１３号

高山市立保育園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
（Ｐ７１）

高山市立こくふ保育園の民間移譲及び児童福祉法の改正に伴い改正するもの
①高山市立こくふ保育園の廃止
②児童福祉法の改正に伴い保育料の徴収根拠を条例において規定
施行期日 平成２７年４月１日

議第１４号

高山市老人デイサービスセンター管理条例の一部を改正する条例について
（Ｐ７４）

高山市向陽園老人デイサービスセンターを廃止するため改正するもの
施行期日 平成２７年４月１日

議第１５号

高山市介護保険条例の一部を改正する条例について

介護保険料の改定等を行うため改正するもの
①介護保険料等の改定
・基準月額 ５，３５０円 → ５，４５０円
・所得段階 １１段階 → １３段階
②介護保険制度改正に伴う新規事業等について実施時期を規定
施行期日 平成２７年４月１日
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（Ｐ７６）

議第１６号

高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、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
（Ｐ８３）

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い改正するもの
・省令による改正内容と同様とする。
施行期日 平成２７年４月１日（介護保険制度改正に係る部分：平成２８年４月１日）

議第１７号

高山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方
法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
（Ｐ１２４）

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い改正するもの
・省令による改正内容と同様とする。
施行期日 平成２７年４月１日（介護保険制度改正に係る部分：平成２８年４月１日）

議第１８号

高山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条
例について
（Ｐ１４２）

地域主権改革に伴う介護保険法の改正により指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関
する基準を定めるもの
・省令による基準と同様（現行どおり）とする。
ただし、「記録の整備」「運営規程」「掲示（重要事項の周知）」の一部については、省令による基
準によらないものとする。
施行期日 平成２７年４月１日

議第１９号

高山市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例につ
いて
（Ｐ１５７）

地域主権改革に伴う介護保険法の改正により地域包括支援センターの人員及び運営等に関する
基準を定めるもの
・省令による基準と同様（現行どおり）とする。
施行期日 平成２７年４月１日

議第２０号

高山市風致地区条例の一部を改正する条例について

地方自治法の改正に伴い条文整備を行うもの
施行期日 平成２７年４月１日
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（Ｐ１６０）

議第２１号

高山市朝日高齢者・若者センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条
例について
（Ｐ１６２）

高山市朝日高齢者・若者センターを廃止するため制定するもの
施行期日 平成２７年４月１日

議第２２号

高山市伝統的工芸品産業振興資金貸付条例について

（Ｐ１６４）

高山市中小企業設備近代化資金等貸付条例を廃止し、同条例による貸付対象のうち国指定の伝
統的工芸品産業（飛騨春慶、一位一刀彫）の共同事業を貸付対象に限定した貸付事業を行うため
制定するもの
・貸付対象、限度額、利率、償還期限等
現行どおり
施行期日 平成２７年４月１日

議第２３号

高山市教育委員会委員定数条例について

（Ｐ１６７）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い制定するもの
・教育委員会委員の定数 ５人
施行期日 平成２７年４月１日
（経過措置：現教育長の任期中は現行どおりとする。）

議第２４号

高山市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例及び高山市各種委員
等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
（Ｐ１６９）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い関係条例（２本）を改正するもの
施行期日 平成２７年４月１日
（経過措置：現教育長の任期中は現行どおりとする。
）

議第２５号

高山市水道事業の設置等に関する条例及び高山市給水条例の一部を改正する
条例について
（Ｐ１７２）

高山市簡易水道事業を高山市水道事業に統合するため関係条例（６本）を改正等するもの
施行期日 平成２７年４月１日
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議第２６号

高山市第八次総合計画基本計画の策定について

（別冊）

高山市第七次総合計画の計画期間が終了することに伴い、今後１０年間における総合的かつ計
画的な市政の運営を図るため定めるもの

議第２７号から議第３１号まで

指定管理者の指定について

（Ｐ１８１～Ｐ１８５）

対象施設 ４８施設
指定期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで（５年間）

議第３２号

市有財産の無償譲渡について

（Ｐ１８８）

坊方活性化施設（高山市丹生川町地内）の施設を無償譲渡するもの
譲渡の相手方 坊方地区公民館
譲渡時期 平成２７年４月１日

議第３３号

市有財産の無償譲渡について

（Ｐ１９０）

小瀬公民館（高山市朝日町地内）の施設を無償譲渡するもの
譲渡の相手方 小瀬町内会
譲渡時期 平成２７年４月１日

議第３４号

市有財産の無償譲渡について

（Ｐ１９２）

こくふ保育園（高山市国府町地内）の施設を無償譲渡するもの
譲渡の相手方 学校法人飛騨学園
譲渡時期 平成２７年４月１日

議第３５号

市有財産の無償譲渡について

（Ｐ１９４）

養護老人ホーム向陽園及び向陽園老人デイサービスセンター（高山市三福寺町）の施設を無償
譲渡するもの
譲渡の相手方 社会福祉法人高山八寿会
譲渡時期 平成２７年４月１日
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議第３６号

市有財産の無償譲渡について

（Ｐ１９６）

朝日畜産センター及び朝日堆肥処理施設（高山市朝日町地内）の施設を無償譲渡するもの
譲渡の相手方 農事組合法人飛騨朝日畜産センター
譲渡時期 平成２７年４月１日

議第３７号

市有財産の無償譲渡について

（Ｐ２００）

上宝奥飛騨堆肥センター（高山市上宝町地内）の施設を無償譲渡するもの
譲渡の相手方 有限会社奥飛騨エコセンター
譲渡時期 平成２７年４月１日

議第３８号

市有財産の無償譲渡について

（Ｐ２０２）

旧おどりファーム野菜生産施設（高山市清見町地内）の施設を無償譲渡するもの
譲渡の相手方 農事組合法人おどりファーム
譲渡時期 平成２７年４月１日

議第３９号
議第４０号
議第４１号

市道路線の廃止について
市道路線の認定について
市道路線の変更について

（Ｐ２０４）
（Ｐ２１１）
（Ｐ２１８）

大規模開発による市道の付替え等に伴い市道の廃止（２路線）、認定（２路線）及び変更（１路
線）を行うもの

議第４２号

高山本線上枝・飛騨国府間 147ｋ109ｍ広瀬踏切道拡幅工事施行協定の締結に
について
（Ｐ２２３）

高山本線上枝・飛騨国府間 147ｋ109ｍ広瀬踏切道拡幅工事施行協定の締結について議決を求め
るもの

議第４３号

古川国府給食センター利用組合規約の変更について

（Ｐ２２５）

給食供給保育園が減少することに伴い組合規約を変更するため構成市（高山市・飛驒市）において

議決を求めるもの
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議第４４号

財産の取得について

（Ｐ２２７）

二木長嘯収集石器類附神代石図等を取得するもの

議第４５号

平成２６年度高山市一般会計補正予算（第８号）

（別冊）

補正額
５８４，８４０千円（補正後 49,664,057 千円 当初予算に対し 9.4%増）
主な内容
○経済対策事業（国補正予算関連）
・地域住民生活等緊急支援交付金事業（消費喚起型）
２１７，０００千円
プレミアム付き商品券の発行

発行総額２０億円

・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地方創生先行型）

１０３，０００千円

外国人観光客受入環境整備（公衆無線ＬＡＮ整備、通訳案内士養成）
子育て住環境整備（多世代同居支援）
農業後継者支援（認定新規就農者への支援）
創業支援（特定創業支援を受けた起業者への支援）
若者定住促進（Ｕターン就職者に対する奨励金）
結婚支援、カード決済普及促進、バリアフリー観光の推進

○災害復旧事業費
・８月の豪雨により被災した施設にかかる災害復旧費

ほか

４５，０００千円

廃棄物処理施設、公園施設

・１２月の大雪により発生した倒木の除去

２００，０００千円

農道、林道、市道、河川、公園、墓地

議第４６号

平成２６年度高山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） （別冊）

事業勘定
補正額
内 容

１１６，５５６千円（補正後 10,773,556 千円 当初予算に対し 1.1%増）
・療養給付費等負担金の返還金

議第４７号

平成２６年度高山市下水道事業特別会計補正予算（第１号）

補正額
内 容

議第４８号

（別冊）

財源振替
・下水道債借入額の確定に伴う財源振替

平成２６年度高山市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

保険事業勘定
補正額
１８３，６００千円（補正後 9,195,362 千円 当初予算に対し 2.2%増）
内 容
・財政調整基金への積立
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（別冊）

議第４９号
議第５０号
議第５１号
議第５２号
議第５３号
議第５４号
議第５５号
議第５６号
議第５７号
議第５８号

※

平成２７年度高山市一般会計予算
平成２７年度高山市国民健康保険事業特別会計予算
平成２７年度高山市下水道事業特別会計予算
平成２７年度高山市地方卸売市場事業特別会計予算
平成２７年度高山市学校給食費特別会計予算
平成２７年度高山市農業集落排水事業特別会計予算
平成２７年度高山市介護保険事業特別会計予算
平成２７年度高山市観光施設事業特別会計予算
平成２７年度高山市後期高齢者医療事業特別会計予算
平成２７年度高山市水道事業会計予算

（別冊）
（別冊）

（別冊）
（別冊）
（別冊）
（別冊）
（別冊）
（別冊）
（別冊）
（別冊）

議第４９号から議第５８号までの新年度予算につきましては、別添「平成２７年度予算のポイ
ント」をご覧ください。

議第５９号
議第６０号
議第６１号
議第６２号

高山市白川村公平委員会委員の選任について
人権擁護委員候補者の推薦について
人権擁護委員候補者の推薦について
人権擁護委員候補者の推薦について
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（提案当日配付）
（提案当日配付）
（提案当日配付）
（提案当日配付）

