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平成３０年第１回高山市議会定例会 提出議案の概要 

 

報第１号 損害賠償の額の決定の専決処分について              （Ｐ１） 

 

①  平成２７年３月３１日、高山市上野町２２１０番地２９先 市道松之木上野線で発生した

市道に出ていた木の枝による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３０年１月２９日 

  損害賠償額 ２８，１３４円 

 

②  平成２９年８月２８日、高山市高根町小日和田１番地１ オケジッタ緑地公園駐車場内で

発生した雨水排水路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２９年１２月２２日 

  損害賠償額 ２５，５２２円 

 

③  平成２９年９月１５日、高山市国府町三日町２２１番地先 市道広瀬三日町線で発生した

Ｔ字路交差点における左折車両と左前方から直進中のスクールバス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３０年１月２９日 

  損害賠償額 ３１，７５９円 

 

④  平成２９年１０月５日、高山市総和町１丁目４７番地 山下歯科医院地下駐車場入口で発

生した拡声器を搭載している公用車による駐車場天井部分の破損事故に関し、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３０年２月２０日 

  損害賠償額 ３２，４００円 

 

⑤  平成２９年１０月１６日、高山市奥飛驒温泉郷栃尾９２７番地先 市道栃尾１２号線で発

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２９年１２月２５日 

  損害賠償額 ４９，１４０円 

 

⑥  平成３０年１月９日、高山市久々野町無数河１０９４番地 市道中組１号線で発生した道

路上にできた陥没穴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３０年２月１９日 

  損害賠償額 ８４，５６６円 
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議第１号 平成２９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 （Ｐ４） 

 

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３０年１月２９日 

補正額    ３００，０００千円（補正後 48,850,919千円 当初予算に対し 5.5%増） 

内 容    道路除雪費 

 

 

議第２号 高山市行政組織条例の一部を改正する条例について         （Ｐ８）  

 

     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３０年４月１日 

 

 

議第３号 高山市行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例について （Ｐ１２）                

 

今後の行政改革の取り組みを明確にするため改正するもの 

施行期日 公布の日    

 

 

議第４号 高山市久々野多目的センターの設置及び管理に関する条例について （Ｐ１４） 

 

支所機能を備えた高山市久々野多目的センターを設置するため制定するもの 

・位置 高山市久々野町無数河５８０番地１ 

施行期日 平成３０年３月２６日・平成３０年４月１日（法改正に伴う条文整備部分） 

 

 

議第５号 高山市職員退職金条例を廃止する条例について          （Ｐ２２）                

 

高山市職員退職金条例に基づく年金等の支給対象者がいなくなったことに伴い当該制度を廃止 

するため制定するもの 

施行期日 公布の日    

 

 

議第６号 高山市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例について（Ｐ２４）                

 

退職手当の見直しを行うため改正するもの 

・退職手当の調整率（民間企業の退職給付との格差是正率）の見直し 

 １００分の８７ → １００分の８３．７ 

施行期日 平成３０年４月１日    
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議第７号 高山市積立基金条例の一部を改正する条例について        （Ｐ３０） 

 

高山市都市計画事業基金を設置するため改正するもの 

施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

議第８号 高山市税条例の一部を改正する条例について           （Ｐ３２） 

   

  入湯税の課税免除の見直しを行うため改正するもの 

  ・修学旅行の児童、生徒を引率する教職員及びその介助者を課税免除の対象者に加える。 

施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

議第９号 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例につ

いて                             （Ｐ３４） 

   

  企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の改正に伴い 

 改正するもの 

  ①法律名の改正に伴う条例名の改正 

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う高山

市固定資産税の特例に関する条例」とする。 

②課税免除対象等 

 ・対象業種 製造業、旅館業、飲食サービス業 

・対象資産 一定の土地、家屋、償却資産（地域の成長発展の基盤強化に特に資するものと

して主務大臣の確認を受けた事業者が、知事の承認を受けた事業計画に基づき取

得するもので、取得価格が１億円（農林漁業関連業種は５千万円）を超えるもの） 

・取得期限 平成２９年１２月２２日（岐阜県計画の同意日）以後５年以内に取得したもの 

・免除税額 ３か年度分の固定資産税額 

施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

議第１０号 高山市手数料条例の一部を改正する条例について        （Ｐ３８） 

 

  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い改正するもの 

  ・消防法等に基づく手数料について国の定める標準額に改定 

施行期日 平成３０年４月１日 
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議第１１号 高山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の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            （Ｐ４６） 

 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い条文整

備を行うもの 

  施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

議第１２号 高山市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例について 

（Ｐ４８） 

  国民健康保険事業の制度改革に伴い基金の設置目的等を変更するため改正するもの 

  施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

議第１３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    （Ｐ５０） 

 

  国民健康保険法施行令の改正及び国民健康保険料の賦課方式の見直し等のため改正するもの 

①国民健康保険法施行令の改正に伴う保険料の基礎賦課限度額及び軽減判定基準の見直し 

②賦課方式の見直し 

 ・資産割を廃止し、「所得割、均等割、平等割」による方式に変更（３年間で段階的に新方式に 

移行） 

  施行期日 ①平成３０年４月１日（平成３０年度以後の保険料について適用） 

       ②平成３０年４月１日・平成３１年４月１日・平成３２年４月１日 

 

         

議第１４号 高山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について（Ｐ７７） 

 

  高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い改正するもの 

  ・国民健康保険において住所地特例制度を受けていた者が後期高齢者医療制度へ移行した際に

おいても住所地特例制度を継続することとするもの 

施行期日 平成３０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       （Ｐ８２） 

                      

介護保険料の改定等を行うため改正するもの 

・介護保険料の改定  

基準月額 ５，４５０円 → ５，５２０円 

施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

 

 

ただいま 議題となりました「議第９５号 高山市職員の退職手当に関する条例等

の一部を改正する条例について」 ご説明申し上げます。 

 

議案綴りの２７ページをご覧ください。 

 

 

 提案理由としましては、 
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議第１６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 

例の一部を改正する条例について               （Ｐ８６） 

                                     

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等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 

・改正後の省令による基準と同様とする。 

   ただし、「指定等に関する基準」「記録の整備」の一部については、市独自の基準を設けるも

のとする。   

施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

議第１７号 高山市指定居宅介護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                         （Ｐ９４） 

                                     

介護保険法の改正による指定居宅介護支援事業者の指定権限の移譲に伴い制定するもの 

・省令による基準と同様とする。 

   ただし、「運営規程」「掲示」の一部については岐阜県（現在の指定権限者）の基準と同様と

し、「指定等に関する基準」「記録の整備」の一部については、市独自の基準を設けるものと

する。   

施行期日 平成３０年４月１日・平成３０年１０月１日（一部の基準の追加部分） 

 

 

議第１８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          （Ｐ１１０） 

                                     

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 

・改正後の省令による基準と同様とする。 

   ただし、「指定等に関する基準」「記録の整備」の一部については、市独自の基準を設けるも

のとする。   

施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

議第１９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  （Ｐ１５９）  

                                    

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 

・改正後の省令による基準と同様とする。 

   ただし、「指定等に関する基準」「記録の整備」の一部については、市独自の基準を設けるも

のとする。   

施行期日 平成３０年４月１日 
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議第２０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                 （Ｐ１７３） 

                                     

介護保険法施行規則の改正に伴う条文整備を行うもの 

施行期日 公布の日 

 

          

議第２１号 高山市雌牛無償貸付譲渡条例を廃止する条例について     （Ｐ１７６） 

   

繁殖雌牛を導入するための借入れに対する利子及び保証料の補給を行う制度を創設することに 

伴い現行の雌牛無償貸付譲渡制度を廃止するため制定するもの 

施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

議第２２号 高山市土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について 

（Ｐ１７８） 

  土地改良法の改正に伴う条文整備を行うもの 

  施行期日 公布の日 

 

 

議第２３号 高山市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例について（Ｐ１８１） 

 

  食品表示法の制定に伴う条文整備を行うもの 

  施行期日 公布の日 

 

 

議第２４号 高山市企業立地促進条例の一部を改正する条例について    （Ｐ１８３） 

                            

飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアにおけるトレーニング環境の充実及びエリアの活性化を 

図るため改正しようとするもの 

①助成金拡充区域  

高地トレーニングのための環境を整備すべき区域として規則で定める区域 

※規則で定める区域 

・朝日町一之宿 ・朝日町西洞 ・朝日町宮之前 ・朝日町桑之島 ・朝日町胡桃島 

・高根町日和田 ・高根町留之原 ・高根町小日和田 

②助成金拡充区域において新たに助成対象となる業種 

 ・宿泊業（特定の対象のみに宿泊等を提供する施設を除く。以下同じ。） 

・スポーツ施設提供業  

③助成金拡充区域における助成内容の拡充 

 学術・開発研究機関のうち規則で定めるもの、宿泊業及びスポーツ施設提供業については、

次のとおり拡充する。 

 



  

 - 7 - 

 ・新設時における事業所等新設助成金の補助率の引き上げ 

「１００分の１０以内」 → 「１００分の２０以内」 

・新設時における事業所等借上助成金の補助率の引き上げ 

「１００分の５０以内」 → 「１００分の６０以内」 

・増移設時における助成対象基準である常時雇用従業員数の緩和 

「３人以上の増加」 → 「１人以上の増加」 

施行期日 平成３０年４月 1日       

 

 

議第２５号 高山市営住宅条例の一部を改正する条例について       （Ｐ１８７） 

 

  公営住宅法等の改正に伴い改正するもの 

  ・認知症等により収入の申告等が困難な事情にある市営住宅入居者の申告義務等を緩和する。 

施行期日 公布の日 

 

 

議第２６号 高山市特殊旅館建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例について 

                                   （Ｐ１９３） 

 

  旅館業法等の改正に伴う条文整備を行うため改正するもの 

施行期日 公布の日・平成３０年６月１５日（旅館業法の改正部分） 

 

 

議第２７号 高山市児童生徒等の重大事態調査委員会設置条例について   （Ｐ１９５） 

 

高山市児童生徒等の重大事態調査委員会を設置するため制定するもの 

・委員数   ５名以内（法律、医療、教育、心理、福祉等の有識者） 

・委員の任期 ２年  

・委員報酬  日額 ２５，０００円  

施行期日 平成３０年４月１日 

 

議第２８号 飛騨高山まちの体験交流館の設置及び管理に関する条例について（Ｐ１９９） 

 

飛騨高山まちの体験交流館を設置するため制定するもの 

・位置  高山市上一之町３５番地１（飛騨高山まちの博物館前） 

施行期日 規則で定める日（平成３０年７月予定） 

 

         

議第２９号 市有財産の無償譲渡について                （Ｐ２０５） 

  

高山市立すくすく教室を旧国府児童館において開設することに伴い現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３０年４月１日 
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議第３０号 財産の取得について                    （Ｐ２０７） 

 

小型乗合ノンステップバス（３台）を取得するもの  

 

議第３１号 市道路線の認定について                  （Ｐ２０８） 

議第３２号 市道路線の変更について                  （Ｐ２１３） 

 

  平湯川砂防樹林帯事業による村上橋の架け替えに伴う認定（１路線）及び高山駅周辺土地区画

整理事業の完了等に伴う変更（４路線）を行うもの 

 

 

議第３３号 飛驒農業共済事務組合規約の変更について          （Ｐ２２４） 

 

   農業災害補償法の改正に伴い組合規約を変更することについて、構成市村（高山市・飛驒市・ 

下呂市・白川村）の議決を求めるもの 

・新たに行うこととなる事務 農業経営収入保険事業に関する事務 

 

 

議第３４号 平成２９年度高山市一般会計補正予算（第７号）         （別冊） 

 

補正額  ２０８，９４３千円（補正後 49,059,862千円 当初予算に対し 6.0%増） 

主な内容  

・障がい児通所支援給付費の増額               １４，４００千円 

・企業立地促進条例に基づく助成金の増額           １８，７９０千円 

２指定事業者 

・市営スキー場指定管理委託料等の増額            ５２，５３９千円 

     モンデウス飛騨位山スノーパーク、飛騨舟山スノーリゾートアルコピア、 

     乗鞍高原飛騨高山スキー場 

 

議第３５号 平成２９年度高山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） （別冊） 

  

 事業勘定 

補正額   ３４，０９７千円（補正後 11,786,097千円 当初予算に対し 0.3%増） 

主な内容  ・療養給付費負担金等返還金の増額 

         ・医療機械等の整備に係る繰出金の増額 

 直診勘定 

補正額   － 

内 容   財源振替 

 

議第３６号 平成２９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   △１３６，７００千円（補正後 3,825,300千円 当初予算に対し 3.5%減） 

内 容   ・国庫支出金の減額に伴う事業費の減額 
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議第３７号 平成２９年度高山市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）   （別冊） 

  

補正額   １６４，０００千円（補正後 9,736,901千円 当初予算に対し 1.8%増） 

主な内容  ・財政調整基金への積立 

         ・介護予防・生活支援サービス事業費の増額 

 

議第３８号 平成２９年度高山市観光施設事業特別会計補正予算（第２号）   （別冊） 

 

補正額   － 

内 容   財源振替 

 

議第３９号 平成２９年度高山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）（別冊） 

 

補正額   ４，９７０千円（補正後 1,192,490千円 当初予算に対し 3.1%増） 

内 容   ・後期高齢者医療広域連合納付金の増額 

 

議第４０号 平成３０年度高山市一般会計予算      （別冊） 
議第４１号 平成３０年度高山市国民健康保険事業特別会計予算    （別冊） 

議第４２号 平成３０年度高山市下水道事業特別会計予算     （別冊） 

議第４３号 平成３０年度高山市地方卸売市場事業特別会計予算       （別冊） 

議第４４号 平成３０年度高山市学校給食費特別会計予算     （別冊） 

議第４５号 平成３０年度高山市農業集落排水事業特別会計予算    （別冊） 

議第４６号 平成３０年度高山市介護保険事業特別会計予算     （別冊） 

議第４７号 平成３０年度高山市観光施設事業特別会計予算     （別冊） 

議第４８号 平成３０年度高山市後期高齢者医療事業特別会計予算    （別冊） 

議第４９号 平成３０年度高山市水道事業会計予算      （別冊） 

※ 議第４０号から議第４９号までの新年度につきましては、別添「平成３０年度予算のポイント」 

 をご覧ください。 

 

 

議第５０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５１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５２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５３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５４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５５号  人権擁護委員候補者の推薦について          （提案当日配付） 

 

 


