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平成２８年第４回高山市議会定例会 提出議案の概要 

 

 

報第９号 損害賠償の額の決定の専決処分について              （Ｐ１） 

 

① 平成２８年１月１０日、高山市荘川町六厩８５５番地４０先 市道六厩二俣線で発生した 

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２８年７月１９日 

  損害賠償額 ５５７，７００円 

 

② 平成２８年５月５日、高山市西之一色町３丁目８２０番地 飛騨民俗村駐車場内で発生し 

た雨水側溝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２８年７月１９日 

  損害賠償額 ５４，６４８円 

 

 

報第１０号 平成２８年度高山市一般会計補正予算（第２号）の専決処分について（Ｐ２）              

 

国の業務改革モデルプロジェクト実施に伴い行った専決処分について報告するもの 

専決年月日  平成２８年７月２６日 

補 正 額  １２，０００千円（補正後 46,924,744千円 当初予算に対し 0.1%増） 

 

 

報第１１号 継続費精算報告書（一般会計）について             （Ｐ６） 

 

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。 

・国府小学校校舎大規模改修事業（平成２５年度～平成２７年度） 

・松倉中学校校舎大規模改修事業（平成２５年度～平成２７年度） 
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認第 １号 平成２７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２７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２７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２７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２７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２７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 ７号 平成２７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 ８号 平成２７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 ９号 平成２７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２７年度一般会計及び特別会計（８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  ５１，８５９，０４４千円（前年度比   ２，２９２，０７９千円  ４．６%増） 

歳出  ４７，８６０，９１７千円（前年度比   ２，５７２，５１６千円  ５．７%増） 

差引   ３，９９８，１２７千円（前年度比    △２８０，４３７千円  ６．６%減） 

実質収支 ３，０５６，１４５千円（前年度比     ４５３，５５８千円 １７．４%増） 

（特別会計） 

歳入  ２６，３９０，７０３千円（前年度比     １５８，５５８千円  ０．６%増） 

歳出  ２５，７９６，７０８千円（前年度比     １０１，３７４千円  ０．４%増） 

差引     ５９３，９９５千円（前年度比      ５７，１８４千円 １０．７%増） 

実質収支   ５９３，１７５千円（前年度比      ５６，３６４千円 １０．５%増） 

 

 

認第１０号 平成２７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２７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。 

・経常収支 

総収益   ２，０７２，１８１千円（前年度比    ４９８，３７０千円  ３１．７%増） 

総費用   １，７５３，４３２千円（前年度比    ４５１，９０５千円  ３４．７%増） 

差引（純利益） ３１８，７４９千円 (前年度比     ４６，４６５千円  １７．１%増） 

・給水件数       ３３,２６３件（前年度比        ５，７２０件  ２０．８%増） 

・年間有収水量   １，０６４万３千㎥（前年度比      １６４万８千㎥ １８．３%増） 

 

 

認第１１号 平成２７年度飛騨地域広域行政協議会会計歳入歳出決算について  （Ｐ８） 

 

  平成２８年３月３１日をもって解散した飛騨地域広域行政協議会に係る平成２７年度決算につ

いて監査委員の意見を付けて認定を求める。 
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議第６０号 地域再生法に規定する地方活力向上地域における高山市固定資産税の特例に 

      関する条例について                     （Ｐ１３） 

 

地域再生法の改正に伴い固定資産税の特例を定めるもの 

  ・地域再生計画（飛騨・郡上地域特定業務施設整備事業計画）に位置付けられた地方活力向上 

   地域における固定資産税の特例措置 

  施行期日 公布の日 

 

 

議第６１号 高山市福祉医療費助成金条例の一部を改正する条例について   （Ｐ１７） 

 

児童扶養手当法施行令の改正に伴い条文整備を行うもの 

  施行期日 公布の日 

 

 

議第６２号 高山市道路占用料条例の一部を改正する条例について      （Ｐ２０） 

 

電気事業法等の改正に伴い条文整備を行うもの  

施行期日 公布の日・平成２９年４月１日 

 

 

議第６３号 高山市公民館設置条例の一部を改正する条例について      （Ｐ２２） 

 

国府公民館の管理を指定管理者に行わせるため改正するもの 

施行期日 規則で定める日（平成２９年４月１日予定） 

   

 

議第６４号 市有財産の無償譲渡について                 （Ｐ２４） 

  

西洞公民館（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 西洞町内会 

譲渡時期 平成２８年１０月１日 

 

 

議第６５号 市有財産の無償譲渡について                 （Ｐ２６） 

  

上ケ見公民館（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 上ケ見町内会 

譲渡時期 平成２８年１０月１日 
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議第６６号 財産の取得について                     （Ｐ２８） 

  

医事一体型電子カルテシステムを取得するもの 

 

 

議第６７号 市道路線の認定について                   （Ｐ３０） 

 

高山駅周辺土地区画整理事業に関連して整備している路線の完成に伴う市道路線の認定（１路

線）を行うもの 

 

 

議第６８号 高山駅東口駅前広場整備工事請負契約の締結について      （Ｐ３５） 

               

高山駅東口駅前広場整備工事請負契約について議決を求めるもの 

 

 

議第６９号 高山駅東口駅前広場建築工事請負契約の締結について      （Ｐ３６） 

               

高山駅東口駅前広場建築工事請負契約について議決を求めるもの 

 

 

議第７０号 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事（機械）請負契約の締結について 

（Ｐ３７） 

宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事（機械）請負契約について議決を求めるもの 

 

 

議第７１号 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事（電気）請負契約の締結について 

（Ｐ３８） 

宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事（電気）請負契約について議決を求めるもの 

 

 

議第７２号 平成２８年度高山市一般会計補正予算（第３号）        （別冊） 

 

補正額  ８６４，９５４千円（補正後 47,789,698千円 当初予算に対し 1.9%増） 

主な内容  

 ○景気対策事業             ６００，０００千円 

  ・道路等維持修繕費の増額                 ３９８，０００千円 

市民生活に密着する道路修繕等の追加実施 

  ・農林業施設修繕費の増額                  ９６，０００千円 

用排水路、林道修繕等の追加実施 

  ・公園施設管理費の増額                    ６，０００千円 

公園施設の主に高木の樹木管理等の追加実施 
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  ・公共施設修繕費の増額                  １００，０００千円 

保育園、農業体験施設、商工施設、市営住宅、消防施設、小学校、中学校、 

生涯学習施設、体育施設の修繕 

 ○その他の補正             ２６４，９５４千円 

  ・ふるさと寄附推進事業費の増額               ５１，０００千円 

ふるさと納税増加に伴う贈呈品等の増額 

  ・老人福祉施設整備費の増額                 ７７，５７０千円 

小規模多機能型居宅介護事業所の整備に対する助成 

介護ロボット等の導入に対する助成 

  ・私立保育所運営費等助成事業費の増額             ６，０００千円 

     保育所におけるＩＣＴ化推進に対する助成 

  ・除雪対策事業費の増額                   １８，０００千円 

下水熱を利用した凍結防止装置の設置（実証実験） 

 

 

議第７３号 教育委員会委員の任命について             （提案当日配付） 

議第７４号 教育委員会委員の任命について             （提案当日配付） 

議第７５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について       （提案当日配付） 

議第７６号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第７７号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第７８号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第７９号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第８０号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第８１号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第８２号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第８３号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第８４号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第８５号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第８６号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第８７号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第８８号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第８９号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第９０号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

議第９１号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

 

 

 

 


