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平成３１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） 

 

 平成３０年１１月７日、高山市片野町３丁目２２２番地先 市道片野９号線で発生した後退し

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３０年１２月２８日 

  損害賠償額 １１９，６２６円 

 

議第１号 高山市犯罪被害者等支援条例について               （Ｐ２） 

 

犯罪被害者等を支援するため制定するもの 

施行期日 公布の日   

 

議第２号 高山市自治功労者表彰条例の一部を改正する条例について      （Ｐ５） 

   

     自治功労者の表彰の基準を見直すため改正するもの 

      ・地区連合町内会会長、町内会連絡協議会会長及びまちづくり協議会会長の職にあった者を表

彰対象とする。 

  施行期日 平成３１年４月１日 

 

議第３号 高山市行政組織条例の一部を改正する条例について         （Ｐ７）  

 

     市政を取り巻く環境の変化等に伴う行政課題に対応していくため組織の見直しを行うため改

正するもの 

      ・林政部の新設 

  施行期日 平成３１年４月１日 

 

議第４号 高山市公文書館管理条例の一部を改正する条例について      （Ｐ１０） 

 

公文書館の管理を直営に移行するため改正するもの 

施行期日 平成３１年４月１日 

 

議第５号 高山市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例について（Ｐ１３）                

 

  時間外勤務の上限時間を定めるため改正するもの 

  施行期日 平成３１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        （Ｐ１６） 

 

高山市森林環境整備基金を設置するため改正するもの 

  施行期日 平成３１年４月１日 
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議第７号 高山市放課後児童健全育成事業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                 （Ｐ１８） 

   

  専門職大学の制度化に伴う放課後児童健全育成事業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 平成３１年４月１日 

 

議第８号 高山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

（Ｐ２０）   

  災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正に伴い改正するもの 

  ①災害援護資金の貸付利率等の見直し 

・貸付利率（延滞の場合を除く。） ３％ → ３％以内で規則で定める率 

・償還方法 年賦償還又は半年賦償還 → 年賦償還、半年賦償還又は月賦償還 

・保証人を不要とする。    

  施行期日 平成３１年４月１日 

 

議第９号 高山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について 

（Ｐ２３） 

  専門職大学の制度化に伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則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 平成３１年４月１日 

 

議第１０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    （Ｐ２５） 

 

  国民健康保険法施行令の改正等に伴い改正するもの 

  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額の見直し 

②被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した者の被扶養者で、国民健康保険加入時に 

 ６５歳以上である者に係る減免期間の特例の見直し 

  施行期日 平成３１年４月１日（平成３１年度以後の保険料について適用） 

 

         

議第１１号 高山市乗鞍山麓五色ヶ原の森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                       （Ｐ３０） 

 

  新たに整備した次の施設を供用開始するため改正するもの 

  ・乗鞍山麓五色ヶ原の森ゴスワラコース歩道 

  ・仙人小屋 

  施行期日 平成３１年４月１日 
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議第１２号 高山市都市公園条例の一部を改正する条例について       （Ｐ３２） 

                      

一部の都市公園の管理を直営に移行するため改正するもの 

施行期日 平成３１年４月１日 

 

議第１３号 高山市地区公園条例の一部を改正する条例について       （Ｐ３４） 

                      

一部の地区公園の管理を直営に移行するため改正するもの 

施行期日 平成３１年４月１日 

 

議第１４号 高山市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格 

基準に関する条例の一部を改正する条例について        （Ｐ３６） 

                                     

専門職大学の制度化に伴う水道法施行令の改正等に伴い改正するもの 

  ・改正後の政令及び省令による基準と同様とする。 

施行期日 平成３１年４月１日 

 

議第１５号 高山市観光施設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 

                            （Ｐ４０）                                     

奥飛騨温泉郷オートキャンプ場を譲渡するため改正するもの 

施行期日 平成３１年４月１日 

 

議第１６号 市有財産の無償譲渡について                 （Ｐ４２） 

  

奥飛騨温泉郷オートキャンプ場を無償譲渡するもの 

・譲渡の相手方 しろふじ観光開発株式会社 

  ・譲渡時期   平成３１年４月１日 

 

議第１７号 村上橋架替に関する協定の変更について            （Ｐ４４） 

 

村上橋架替に関する協定を変更しようとするもの 

 

議第１８号から議第２４号まで 指定管理者の指定について     （Ｐ４５～Ｐ５２） 

   

対象施設 １９施設（全て更新施設） 

指定期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間）   

 

議第２５号 市道路線の認定について                   （Ｐ５３） 

議第２６号 市道路線の変更について                   （Ｐ５８） 

 

  宮川人道橋整備事業の施行に伴う路線の認定（１路線）及び公共的な道路としての管理の必要

が認められない路線の変更（１路線）を行うもの 

 

 

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、 

国家公務員の在職期間中における不祥事が退職後に発覚したことを契機に、 

退職手当制度の一層の適正化を図り、公務に対する信頼確保に資するため、 

退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の 

退職手当の「全部」又は「一部」を返納させることができることとするなど、 

退職手当に係る 支給制限 および 返納制度 の見直しを行うため、 

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が平成２０年１２月２６日に公布さ

れ、平成２１年４月１日から施行されたところであり、 

国家公務員退職手当法の改正等に伴い 改正しようとするもの でございます。 

 

 

 

 

２８ページをご覧ください。 

 

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、 

国家公務員の在職期間中における不祥事が退職後に発覚したことを契機に、 

退職手当制度の一層の適正化を図り、公務に対する信頼確保に資するため、 

退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の 

退職手当の「全部」又は「一部」を返納させることができることとするなど、 

退職手当に係る 支給制限 および 返納制度 の見直しを行うため、 

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が平成２０年１２月２６日に公布さ

れ、平成２１年４月１日から施行されたところであり、 

国家公務員退職手当法の改正等に伴い 改正しようとするもの でございます。 

 

 

 

 

２８ページをご覧ください。 
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議第２７号 平成３０年度高山市一般会計補正予算（第６号）         （別冊） 

補正額  △１８０，６９０千円（補正後 50,103,667千円 当初予算に対し 11.1%増） 

主な内容  

・障がい者福祉サービス給付費の増額             ３０，０００千円 

・障がい児通所支援給付費の増額               １６，０００千円 

・観光施設運営事業費の増額                 ４７，４００千円 

     台風被害等に伴う桜香の湯指定管理委託料の増額 

     入込客数減少等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                  ５，０００千円 

  ・市道上一之町花里線（歴みち通り）無電柱化整備事業費の減額 

                              △４２６，０００千円 

議第２８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２号）（別冊） 

 事業勘定 

補正額   １１６，１４２千円（補正後 9,784,142千円 当初予算に対し 1.2%増） 

内 容   ・療養給付費負担金等の返還金 

議第２９号 平成３０年度高山市下水道事業特別会計補正予算（第２号）    （別冊） 

補正額   △１７２，０００千円（補正後 3,842,400千円 当初予算に対し 3.3%減） 

内 容   ・宮川終末処理場改造事業費（汚泥焼却炉）の減額 

        ・地方債借入額の確定に伴う財源振替 

議第３０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３号） （別冊） 

補正額   － 

内 容   ・地方債借入額の確定に伴う財源振替 

 

議第３１号 平成３１年度高山市一般会計予算      （別冊） 
議第３２号 平成３１年度高山市国民健康保険事業特別会計予算    （別冊） 

議第３３号 平成３１年度高山市下水道事業特別会計予算     （別冊） 

議第３４号 平成３１年度高山市地方卸売市場事業特別会計予算       （別冊） 

議第３５号 平成３１年度高山市学校給食費特別会計予算     （別冊） 

議第３６号 平成３１年度高山市農業集落排水事業特別会計予算    （別冊） 

議第３７号 平成３１年度高山市介護保険事業特別会計予算     （別冊） 

議第３８号 平成３１年度高山市観光施設事業特別会計予算     （別冊） 

議第３９号 平成３１年度高山市後期高齢者医療事業特別会計予算    （別冊） 

議第４０号 平成３１年度高山市水道事業会計予算      （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３１年度予算のポイ

ント」をご覧ください。 

 

議第４１号 公平委員会委員の選任について             （提案当日配付） 


