平成２９年第１回高山市議会定例会
報第１号

提出議案の概要

損害賠償の額の決定の専決処分について

（Ｐ１）

①

平成２８年５月１４日、高山市上三之町９２番地先 市道上三之町下三之町線で発生した
市道が損傷していたことによる歩行者の転倒事故に関し、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１２月２８日
損害賠償額 ８１，０５６円

②

平成２８年１１月５日、高山市奥飛驒温泉郷笹嶋２５４番地 笹嶋車庫内で発生した後退
したスクールバス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２９年１月２９日
損害賠償額 １３８，５７９円

③

平成２８年１２月８日、高山市三福寺町１８００番地 高山市資源リサイクルセンター駐
車場内で発生した後退した公用車による停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２９年１月３１日
損害賠償額 ４７８，５７０円

④

平成２９年１月８日、高山市堀端町２２番地１先 市道城山４号線で発生した急な坂道で
積雪によりスリップし後退した消防団車両による停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２９年２月１４日
損害賠償額 ２７２，３８７円

議第１号

平成２８年度高山市一般会計補正予算（第５号）の専決処分について （Ｐ３）

除雪費の増額補正の専決処分について報告し、承認を求めるもの
専決年月日

平成２９年１月１９日

補正額

３００，０００千円（補正後 49,052,592 千円 当初予算に対し 4.6%増）

内 容

道路除雪費

議第２号

平成２８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 （Ｐ７）

除雪費の増額補正の専決処分について報告し、承認を求めるもの
専決年月日

平成２９年２月１日

補正額

２００，０００千円（補正後 49,252,592 千円 当初予算に対し 5.0%増）

内 容

道路除雪費
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議第３号

平成２８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（Ｐ１１）

除雪費の増額補正の専決処分について報告し、承認を求めるもの
専決年月日

平成２９年２月１３日

補正額

２００，０００千円（補正後 49,452,592 千円 当初予算に対し 5.4%増）

内 容

道路除雪費

議第４号 高山市行政組織条例の一部を改正する条例について

（Ｐ１５）

市政を取り巻く環境の変化等に伴う行政課題への対応や効率的・効果的な行政運営を推進していく
ため組織の見直しを行うため改正するもの
・新組織図 別紙資料のとおり
施行期日 平成２９年４月１日

議第５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
（Ｐ２０）
鳥獣被害対策実施隊員の報酬等を定めるため改正するもの
・鳥獣被害対策実施隊員（狩猟免許所持者） 年額 ３０，０００円
・鳥獣被害対策実施隊員（補助者）
年額
５，０００円
施行期日 平成２９年４月１日

議第６号 高山市積立基金条例の一部を改正する条例について

（Ｐ２２）

基金の有効活用を図るとともに、将来にわたり持続可能な行財政運営を行うため、基金の統廃
合及び新設を行うため改正するもの
① 高山市夢・まちづくり基金へ統合する基金（７基金）
・高山市国際交流基金
・高山市農業後継者育成基金
・高山市ふるさと農村活性化基金 ・高山市商工振興基金 ・高山市観光振興基金の一部
・高山市教育振興基金の一部 ・高山市スポーツ振興基金の一部
② 高山市福祉健康基金へ統合する基金（１基金）
・高山市交通・火災災害基金
③ 新設する基金（３基金）
・高山市公共施設整備基金
（高山市観光振興基金の一部、高山市教育振興基金の一部、高山市スポーツ振興基金の一
部及び高山市福祉健康基金の一部を統合）
・高山市火葬場整備基金
・高山市学校給食センター整備基金
施行期日 平成２９年４月１日
-2-

議第７号 高山市税条例等の一部を改正する条例について

（Ｐ２７）

地方税法等の改正に伴い改正するもの
① 個人市民税関係
・住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長（延長期間 ２年半）
平成３１年６月入居分まで → 平成３３年１２月入居分まで
② 法人市民税関係
・法人税割の税率改正（９．７％ → ６．０％）の実施時期の延長（延長期間 ２年半）
平成２９年４月１日 → 平成３１年１０月１日
③ 軽自動車税
・環境性能割の導入時期の延長（延長期間 ２年半）
平成２９年４月１日 → 平成３１年１０月１日
施行期日 公布の日

議第８号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

（Ｐ５９）

国民健康保険法施行令の改正に伴い改正するもの
① 地方税法の改正による分離課税制度の見直しに伴い、基礎賦課額等の算定の際に合算する
こととなる分離課税の所得の区分に次の所得を加えることに伴う条文整備
・特定公社債等の利子所得 ・一般株式等に係る譲渡所得等
・上場株式等に係る譲渡所得等 ・租税に関する条約を締結していない国の法人等を通じて
支払いを受ける利子所得及び配当所得
施行期日 公布の日（平成２９年度以後の保険料について適用）

議第９号 高山市介護保険条例の一部を改正する条例について

（Ｐ６５）

介護保険法施行令の改正に伴い改正するもの
① 平成２９年度における介護保険料率の算定に用いる所得の計算方法の見直し
・長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して所得を算定
施行期日 平成２９年４月１日

議第１０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の一
部を改正する条例について
（Ｐ７０）

介護保険法等の改正に伴い改正するもの
・平成２８年度から主任介護支援専門員の更新研修制度が創設（平成２８年度）されたことに
伴い、地域包括支援センターの人員に係る基準に、更新研修の修了要件を追加
施行期日 公布の日
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議第１１号

高山市農業委員会に関する条例について

（Ｐ７３）

農業委員会等に関する法律の改正に伴い高山市農業委員会の委員等の定数等を定めるため制定
するもの
① 農業委員会委員
・定数 １９人（現行 ３６人）
・月額報酬 会 長
３９，５００円（現行 ３３，５００円）
職務代理者 ３２，０００円（現行 ２６，０００円）
委 員
２７，２００円（現行 ２１，２００円）
② 農地利用最適化推進委員
・定数 ４５人（新設）
・月額報酬 ２２，２００円
施行期日 公布の日（報酬額の改正及び②については 平成２９年７月２０日）

議第１２号

指定管理者制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例及び高山市地区公
園条例の一部を改正する条例について
（Ｐ７６）

指定管理者による管理を行う施設の見直しを行うため改正するもの
① 条例上は指定管理施設であるが現在直営で管理を行っている施設（６施設）を直営施設と
する。
・くるまーと六厩公園（高山市荘川町地内）
・飛騨川河川公園（高山市久々野町地内）
・すずらん公園 ・諏訪の森 ・あさひふるさとの森（以上高山市朝日町地内）
・鍋平園地（高山市奥飛驒温泉郷地内）
② 平成２７年度まで指定管理者による管理を行っていたが現在直営で管理を行っている施設
（１施設）を直営施設とする。
・女男滝公園（高山市久々野町地内）
施行期日 平成２９年４月１日

議第１３号

高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例の一部を改正する条例につい
て
（Ｐ８２）

太陽光発電設備等の届出対象を拡大するため改正するもの
① 拡大により届出対象となるもの
・太陽光発電設備及び風力発電設備（自家用で発電出力１０Kw 未満のものを除く。
）の土地へ
の設置（設置面積にかかわらず、全ての設置を対象とする。
）
・太陽光発電設備及び風力発電設備（自家用で発電出力１０Kw 未満のものを含む。
）の伝統的
建造物群保存地区及び市街地景観保存区域内（景観重点区域の一部）での建築物及び工作
物への設置
施行期日 平成２９年４月 1 日
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議第１４号

高山市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例について

（Ｐ８５）

高山駅西自転車駐車場及び高山駅東自転車駐車場を設置するため制定するもの
① 場 所
・高山駅西自転車駐車場
高山市昭和町１丁目２２番地１６
・高山駅東自転車駐車場
高山市昭和町１丁目２２番地４０
② 駐車料金
・定期料金 １か月（２，０００円）・３か月（５，０００円）・６か月（１０，０００円）
１２か月（２０，０００円）
・一時利用 １時間以内 無料
１時間を超え２４時間まで １００円（２４時間を超える毎に１００円を加算）
施行期日 平成２９年４月１日（高山駅東自転車駐車場については規則で定める日）

議第１５号

高山市鈴蘭シャンツェの設置及び管理に関する条例を廃止する条例について
（Ｐ８９）

高山市鈴蘭シャンツェを廃止するため制定するもの
・廃止施設の位置 高山市朝日町西洞１６４３番地６
・廃止理由 県内のジャンプ競技者数の減少により、今後の利用が見込まれないため
施行期日 平成２９年４月１日

議第１６号

高山市消防団条例の一部を改正する条例について

（Ｐ９１）

消防団員の資格要件の見直しを行うため改正するもの
・年齢要件 １８歳以上５０歳以下の者 → １８歳以上の者
施行期日 平成２９年４月１日

議第１７号

高山市平和都市宣言について

（Ｐ９３）

高山市民が、平和の大切さを次世代に確実に引き継ぐとともに、世界平和の実現に寄与する意
志を国内外に示し、世界の人々とともに争いのない誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指す
ため、宣言しようとするもの

議第１８号

久々野支所庁舎改築工事（建築）請負契約の締結について

久々野支所庁舎改築工事（建築）請負契約について議決を求めるもの
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（Ｐ９５）

議第１９号

清見中学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約の締結について （Ｐ９７）

清見中学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約について議決を求めるもの

議第２０号

本郷小学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約の締結について （Ｐ９９）

本郷小学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約について議決を求めるもの

議第２１号

市道福地線（百合見橋）橋梁下部工・耐震対策工事請負契約の変更について
（Ｐ１０１）

市道福地線（百合見橋）橋梁下部工・耐震対策工事請負契約の変更について議決を求めるもの

議第２２号

市有財産の無償譲渡について

（Ｐ１０３）

旧荘川そば生産施設及び旧荘川農畜産物処理加工施設（高山市荘川町地内）の施設を無償譲渡
するもの
譲渡の相手方 農事組合法人ミレット・ガイヤコーポレーション
譲渡時期 平成２９年４月１日

議第２３号

市有財産の無償譲渡について

（Ｐ１０５）

旧荘川畜産センター（高山市荘川町地内）の施設を無償譲渡するもの
譲渡の相手方 農事組合法人ハイランドファーム荘川
譲渡時期 平成２９年４月１日

議第２４号

指定管理者の指定について

（Ｐ１０７）

対象施設 久々野ふるさと公園（高山市久々野町地内）
指定期間 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで（５年間）

議第２５号

古川国府給食センター利用組合規約の変更について

（Ｐ１０９）

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２６号
議第２７号

市道路線の認定について
市道路線の変更について

（Ｐ１１１）
（Ｐ１１６）

中部縦貫自動車道高山清見道路４工区整備事業に伴う市道の認定（１路線）及び変更（１路線）
を行うもの

議第２８号 平成２８年度高山市一般会計補正予算（第８号）

（別冊）

補正額
７００，９０２千円（補正後 50,153,494 千円 当初予算に対し 6.9%増）
主な内容
・戸籍住民基本台帳事務費の増額
１４，０００千円
個人番号カード交付事業に伴う負担金の増額

・障がい者施設整備費助成事業費の増額

１５８，８００千円

障がい者支援施設等の整備に対する助成

・老人福祉施設整備費助成事業費の増額

７，２６０千円

老人福祉施設の防犯対策強化に対する助成

・観光施設運営事業費の増額

２１，０００千円

雪不足に伴う市営スキー場指定管理委託料の増額

・県営土木事業負担金の増額
・小学校管理費の増額

９，０００千円
８３，０００千円

北小学校の灯油流出事故に伴う復旧工事費の増額

議第２９号

平成２８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

議第３０号

４７，５０５千円（補正後 11,912,505 千円 当初予算に対し 0.4%増）
療養給付費等負担金の返還金

平成２８年度高山市水道事業会計補正予算（第２号）

収益的収入
補正額
内 容

１６，４７０千円（補正後 2,177,170 千円 当初予算に対し 0.8%増）
一般会計からの繰出基準の変更に伴う繰入金の増額
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（別冊）

議第３１号
議第３２号
議第３３号
議第３４号
議第３５号
議第３６号
議第３７号
議第３８号
議第３９号
議第４０号
※

平成２９年度高山市一般会計予算
平成２９年度高山市国民健康保険事業特別会計予算
平成２９年度高山市下水道事業特別会計予算
平成２９年度高山市地方卸売市場事業特別会計予算
平成２９年度高山市学校給食費特別会計予算
平成２９年度高山市農業集落排水事業特別会計予算
平成２９年度高山市介護保険事業特別会計予算
平成２９年度高山市観光施設事業特別会計予算
平成２９年度高山市後期高齢者医療事業特別会計予算
平成２９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３１号から議第４０号までの新年度予算につきましては、別添「平成２９年度予算のポイ
ント」をご覧ください。

議第４１号
議第４２号

監査委員の選任について
公平委員会委員の選任について
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（提案当日配付）
（提案当日配付）

