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平成３０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３０年４月１７日、高山市荘川町六厩７９４番地１先 市道軽岡線で発生した対向車 

を避けて路肩に寄ったところ道路側溝のグレーチングが跳ね上がっ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３０年６月２２日 

  損害賠償額 ３３，８６９円 

 

② 平成３０年６月７日、高山市松之木町１６８番地７ で発生した後退した公用車による住 

宅の雨どいの破損事故に関し、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７月５日 

  損害賠償額 ２１，６００円 

 

③ 平成３０年６月８日、高山市名田町２丁目７４番地２先 市道西町花里線で発生した店舗 

駐車場へ進入する際に道路側溝のグレーチングが跳ね上がっ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３０年８月１日 

  損害賠償額 ２８９，０００円 

 

④ 平成３０年７月９日、高山市千島町２９１番地 岐阜県立高山工業高等学校で発生した幅 

寄せした公用車による雨どいの破損事故に関し、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８月９日 

  損害賠償額 ２７，０００円 

 

⑤ 平成３０年７月１８日、高山市丹生川町町方３４番地７ 丹生川福祉センター駐車場で発 

生した草刈作業中の飛び石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３０年８月９日 

  損害賠償額 ４８，３８４円 

 

 

報第１０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。 

・久々野支所建設事業（平成２８年度～平成２９年度） 

・国府児童館建設事業（平成２８年度～平成２９年度） 

・百合見橋耐震補強事業（平成２７年度～平成２９年度） 

・栗尾橋耐震補強事業（平成２８年度～平成２９年度） 
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認第 １号 平成２９年度高山市一般会計歳入歳出決算について         （別冊） 

認第 ２号 平成２９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 （別冊） 

認第 ３号 平成２９年度高山市下水道事業特別会計歳入歳出決算について    （別冊） 

認第 ４号 平成２９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 （別冊） 

認第 ５号  平成２９年度高山市学校給食費特別会計歳入歳出決算について    （別冊） 

認第 ６号 平成２９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 （別冊） 

認第 ７号 平成２９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   （別冊） 

認第 ８号 平成２９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   （別冊） 

認第 ９号 平成２９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（別冊） 

 

平成２９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  ４８，５９４，０５２千円（前年度比    △７７１，８０３千円  １．６%減） 

歳出  ４６，４７１，６３５千円（前年度比      ５０，７１９千円  ０．１%増） 

差引   ２，１２２，４１７千円（前年度比    △８２２，５２２千円 ２７．９%減） 

実質収支 １，２２３，５９９千円（前年度比    △７３６，６２３千円 ３７．６%減） 

（特別会計） 

歳入  ２７，０１６，０２６千円（前年度比     ８７９，５８６千円  ３．４%増） 

歳出  ２６，１７５，７１８千円（前年度比     ６３８，６５１千円  ２．５%増） 

差引     ８４０，３０８千円（前年度比     ２４０，９３５千円 ４０．２%増） 

実質収支   ７３２，１６９千円（前年度比     ２１１，２５５千円 ４０．６%増） 

 

 

認第１０号 平成２９年度高山市水道事業会計利益の処分及び決算について    （別冊） 

 

平成２９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。 

・経営状況 

総収益   ２，０７２，２９６千円（前年度比     △８，０６３千円   ０．４%減） 

総費用   １，７３７，１８４千円（前年度比    △４５，１４９千円   ２．５%減） 

差引（純利益） ３３５，１１２千円 (前年度比     ３７，０８６千円  １２．４%増） 

・給水件数       ３３,３２８件（前年度比          １０８件   ０．３%増） 

・年間総有収水量 １，０５２万３千㎥（前年度比       △６万６千㎥  ０．６%減） 

 

 

議第６９号 平成３０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 

  （Ｐ６） 

７月の豪雨災害に伴う災害復旧費について専決処分したので報告し、承認を求める。 

専決年月日  平成３０年７月５日 

補正額    １５０，０００千円（補正後 45,324,901千円 当初予算に対し 0.5%増） 

主な内容   土砂流出場所の養生や土砂撤去等 
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議第７０号 平成３０年度高山市一般会計補正予算（第３号）の専決処分について 

                                     （Ｐ１１） 

７月の豪雨災害に伴う災害復旧費について専決処分したので報告し、承認を求める。 

専決年月日  平成３０年７月９日 

補正額    ４００，０００千円（補正後 45,724,901千円 当初予算に対し 1.4%増） 

主な内容    被災した施設の復旧工事費等 

 

 

議第７１号 平成３０年度高山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の専決処分

について                           （Ｐ１７） 

 

７月の豪雨災害に伴う災害復旧費について専決処分したので報告し、承認を求める。 

専決年月日  平成３０年７月９日 

補正額    ２，２００千円（補正後 650,400千円 当初予算に対し 0.3%増） 

内 容     被災した施設の復旧工事費 

 

 

議第７２号 高山市議会議員及び高山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営 

に関する条例の一部を改正する条例について           （Ｐ２１） 

 

高山市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成を公営にするため改正するもの 

  ・公費負担額 選挙運動用ビラ１枚当たり７円５１銭を上限 

  施行期日 平成３１年３月１日 

 

 

議第７３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 

する条例の一部を改正する条例について             （Ｐ２７） 

 

地域再生法の改正に伴い、東京２３区から移転型事業により新設又は増設した特別償却設備等に

対する固定資産税を課税免除するため改正するもの 

  ・課税免除期間 初年度から３年度分 

  施行期日 公布の日（平成３０年６月１日以後に新設又は増設されたものについて適用） 

 

 

議第７４号 高山市家庭的保育事業等の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                      （Ｐ３２） 

 

家庭的保育事業等の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。 

  施行期日 公布の日 
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議第７５号 高山市分担金徴収条例の一部を改正する条例について       （Ｐ３８） 

 

県営土地改良事業における土地改良法の手続きを要しない事業について分担金を定めるため改正

するもの 

  ・分担金率 事業費の１００分の１５（土地改良法に基づく事業と同率） 

  施行期日 公布の日（平成３０年４月１日以後に施行する事業について適用） 

 

 

議第７６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      （Ｐ４０） 

 

地域再生法の改正に伴い改正しようとするもの 

  ・本社機能移転計画による事業に係る助成金の交付及び指定要件の緩和 

新規雇用従業員数等  中小企業    ５人以上 → ２人以上 

その他の企業 １０人以上 → ５人以上 

  施行期日 公布の日（平成３０年６月１日以後に新たに本社機能移転計画が認定された事業所等

について適用） 

 

 

議第７７号 高山市空家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例について  （Ｐ４４） 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等対策を進めるため制定するもの 

 施行期日 平成３０年１０月１日 

 

 

議第７８号 高山市消防団条例の一部を改正する条例について         （Ｐ４８） 

 

長期にわたり災害等に出動した消防団員に対し特別報酬を支給するため改正するもの 

  ・特別報酬額 職務従事３日目から１日につき１，５００円 

  施行期日 公布の日（平成３０年７月１日以後に災害等の職務に従事した者について適用） 

 

 

議第７９号 清見中学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約の変更について  （Ｐ５１） 

 

清見中学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約の変更について議決を求めるもの 

   

 

議第８０号 本郷小学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約の変更について  （Ｐ５２） 

 

本郷小学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約の変更について議決を求めるもの 
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議第８１号 市道路線の変更について                    （Ｐ５３） 

 

市道蔵柱金山線道路改良工事に伴う変更（２路線）を行うもの 

 

 

議第８２号 平成３０年度高山市一般会計補正予算（第４号）         （別冊） 

 

補正額  ２,０８８，７５６千円（補正後 47,813,657千円 当初予算に対し 6.0%増） 

主な内容  

・７月の豪雨災害に伴う災害復旧費等             １，７２０，５４０千円 

被災した施設の復旧工事費       １，６４５，０００千円 

災害復旧支援融資利子等補給          ５，５４０千円 

消防団員報酬等                ８，０００千円 

・６月の豪雨災害により被災した施設の復旧工事費         ２３０，０００千円 

・倒壊の恐れがあるブロック塀の撤去・改修等            ４５，８００千円 

・空家対策事業                           ６，１９６千円 

専門家による相談会、空家活用コンテスト、老朽空家等の除却に対する支援等 

・老人福祉施設の整備に対する助成                 １０，３００千円 

・橋りょう長寿命化改良工事                    ６０，０００千円 

 

 

議第８３号 平成３０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） 

 

直営診療施設勘定 

補正額  ５,７００千円（補正後 441,200千円 当初予算に対し 1.3%増） 

内 容  倒壊の恐れがあるブロック塀の撤去等 

 

 

議第８４号 平成３０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  ４０,０００千円（補正後 4,014,400千円 当初予算に対し 1.0%増） 

内 容  管きょ移設工事及び汚泥脱水設備長寿命化工事 

 

 

議第８５号 副市長の選任について                  （提案当日配付） 

議第８６号 教育長の任命について                  （提案当日配付） 

議第８７号 教育委員会委員の任命について              （提案当日配付） 

議第８８号 固定資産評価員の選任について              （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） 

 


