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令和元年第４回高山市議会定例会 提出議案の概要 

 

報第７号 損害賠償の額の決定の専決処分について               （Ｐ１） 

 

①  令和元年５月２０日、高山市花岡町２丁目１８番地 高山市役所駐車場内で発生した駐車 

 区画から左折により通路に進入しようとしていた公用車と通路から駐車区画へ後退により進 

入しようとしていた車両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 令和元年８月２３日 

  損害賠償額 １０，３８０円 

 

②  令和元年５月２３日、高山市上宝町在家１６４２番地 本郷小学校敷地内で発生した草刈 

 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 令和元年７月２２日 

  損害賠償額 ５４，２５９円 

 

 

報第８号 継続費精算報告書（一般会計）について               （Ｐ２） 

 

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。 

・高山駅前広場等整備事業（平成２７年度～平成３０年度） 

・本郷小学校校舎大規模改修事業（平成２８年度～平成３０年度） 

・清見中学校校舎大規模改修事業（平成２８年度～平成３０年度） 

 

 

報第９号 継続費精算報告書（下水道事業特別会計）について          （Ｐ４） 

 

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。 

・宮川終末処理場改造事業（汚泥焼却炉）（平成２８年度～平成３０年度） 

・固定資産調査評価事業（平成２９年度～平成３０年度） 

 

 

報第１０号 継続費精算報告書（農業集落排水事業特別会計）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。 

・固定資産調査評価事業（平成２９年度～平成３０年度） 
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認第 １号 平成３０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３０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３０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３０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３０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３０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３０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３０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３０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３０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  ４６，４７６，３１７千円（前年度比  △２，１１７，７３５千円  ４．４%減） 

歳出  ４４，０４１，６１０千円（前年度比  △２，４３０，０２５千円  ５．２%減） 

差引   ２，４３４，７０７千円（前年度比     ３１２，２９０千円 １４．７%増） 

実質収支   ８０８，０７０千円（前年度比    △４１５，５２９千円 ３４．０%減） 

（特別会計） 

歳入  ２５，７１８，２４３千円（前年度比  △１，２９７，７８３千円  ４．８%減） 

歳出  ２５，０８５，４３７千円（前年度比  △１，０９０，２８１千円  ４．２%減） 

差引     ６３２，８０６千円（前年度比    △２０７，５０２千円 ２４．７%減） 

実質収支   ６３２，１０６千円（前年度比    △１００，０６３千円 １３．７%減） 

 

 

認第１０号 平成３０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３０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   ２，０４２，１５９千円（前年度比    △３０，１３７千円    １．５%減） 

総費用   １，７４４，１４３千円（前年度比      ６，９５９千円    ０．４%増） 

差引（純利益） ２９８，０１６千円 (前年度比    △３７，０９６千円   １１．１%減） 

・給水件数       ３３,４９２件（前年度比          １６４件    ０．５%増） 

・年間総有収水量 １，０３８万８千㎥（前年度比      △１３万５千㎥   １．３%減） 

 

 

議第６２号 高山市自治功労者表彰条例等の一部を改正する条例について     （Ｐ８） 

 

自治功労者等の表彰基準等から成年被後見人に係る除外規定を削除するため関係条例（３本）を

改正するもの 

  施行期日 公布の日 
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議第６３号 高山市印鑑条例の一部を改正する条例について          （Ｐ１１） 

 

旧氏の併記を可能とする住民基本台帳法施行令の改正等に伴い改正するもの 

  ・住民票に記載されている旧氏を用いた印鑑登録を可能とする。 

  ・印鑑登録証明書から男女の記載を削除 

  施行期日 令和元年１１月５日 

 

 

議第６４号 高山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について （Ｐ１６） 

 

地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い会計年度任用職員の給与等の額及びその支給方法を定

めるため制定するもの 

施行期日 令和２年４月１日 

   

 

議第６５号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例について 

                                     （Ｐ２６） 

会計年度任用職員制度の導入に伴い関係条例（９本）を改正するもの 

  施行期日 令和２年４月１日 

 

 

議第６６号 高山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について  （Ｐ３９） 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

制定に伴い関係条例（６本）を改正するもの 

  施行期日 令和元年１２月１４日・公布の日 

 

 

議第６７号 消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例について（Ｐ４７） 

  

消費税法及び地方税法の改正に伴い関係条例（４３本）を改正するもの 

・消費税等の税率の引上げに伴う使用料等の改定 

施行期日 令和元年１０月１日 

 

 

議第６８号 高山市手数料条例の一部を改正する条例について         （Ｐ８９） 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び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 

① 複数建築物に係る認定申請が可能となることに伴う建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定等の手数料の取扱いの変更 

１申請をもって１件 → １の建築物をもって１件 

② 浮き屋根式及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可に関する手数料の改定 政令に定

める額と同額とする。 
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 施行期日 ①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

（令和元年５月１７日から起算して６月以内） 

②令和元年１０月１日 

 

 

議第６９号 高山市福祉金庫基金条例等の一部を改正する条例について     （Ｐ９２） 

 

福祉金庫基金等の貸付けの範囲等から成年被後見人に係る除外規定を削除するため関係条例（３

本）を改正するもの 

  施行期日 公布の日 

 

 

議第７０号 高山市福祉医療費助成金条例及び高山市特定市営住宅管理条例の一部を       

改正する条例について                    （Ｐ９５） 

 

未婚のひとり親世帯に対する寡婦（夫）控除等のみなし適用を行うため改正するもの 

施行期日 令和元年１０月１日（平成３１年４月１日から適用） 

 

 

議第７１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  

    （Ｐ１０１） 

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 

・災害弔慰金等の支給に関する調査審議を行うための高山市災害弔慰金等支給審査委員会の設置 

施行期日 公布の日 

 

 

議第７２号 高山市給水条例の一部を改正する条例について         （Ｐ１０５） 

 

指定給水装置工事事業者制度に更新制（５年間）を導入する水道法の改正等に伴い改正するもの 

・指定給水装置工事事業者の更新手数料の新設 １件 １０，０００円（指定の場合と同額） 

施行期日 令和元年１０月１日 

 

 

議第７３号 宮川終末処理場沈砂池設備長寿命化工事（機械）請負契約の締結について 

（Ｐ１０７） 

宮川終末処理場沈砂池設備長寿命化工事（機械）請負契約を締結するもの 

 

 

議第７４号 新宮小学校校舎長寿命化改修工事（建築）請負契約の締結について（Ｐ１０９） 

議第７５号 新宮小学校校舎長寿命化改修工事（機械）請負契約の締結について（Ｐ１１０） 

 

新宮小学校校舎長寿命化改修工事（建築）及び新宮小学校校舎長寿命化改修工事（機械）請負 

契約を締結するもの 
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議第７６号 丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（建築）請負契約の締結について 

議第７７号 丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（電気）請負契約の締結について 

議第７８号 丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（機械）請負契約の締結について  

（Ｐ１１２～Ｐ１１４） 

丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（建築）、丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（電気）及び 

丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（機械）請負契約を締結するもの 

 

 

議第７９号 市有財産の無償譲渡について                 （Ｐ１１５）   

 

金桶集会所（高山市国府町）を無償譲渡するもの 

・譲渡の相手方 金桶区自治会 

  ・譲渡時期   令和元年１０月１日 

 

 

議第８０号 飛驒農業共済事務組合規約の変更について           （Ｐ１１７）  

議第８１号 飛驒農業共済事務組合の解散について             （Ｐ１１９） 

議第８２号 飛驒農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について      （Ｐ１２１） 

 

県下全域を対象とした農業共済組合の設立（令和２年４月１日）に向けた規約の変更等につい 

て、構成市村（３市・１村）の議決を求めるもの 

 

 

議第８３号 市道路線の変更について                   （Ｐ１２４） 

 

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（２路線）を行うもの 

 

 

議第８４号 平成３１年度高山市一般会計補正予算（第２号）          （別冊） 

 

補正額  ８５７，９８１千円（補正後 48,151,798千円 当初予算に対し 2.9%増） 

主な内容  

・景気対策・切れ目のない工事発注         ７１５，０００千円 

（うち３００，０００千円は繰越明許） 

道路等維持修繕               ６３０，０００千円 

農林業施設修繕                ６０，０００千円 

公共施設修繕                 ２５，０００千円 

・消費税等の税率の引上げに伴う対応         １９，０２０千円 

幼児教育無償化に伴う副食費の負担軽減     １１，４４０千円 

マイナンバーカードを活用した消費活性化策    ７，５８０千円 

・豚コレラ対策（猪捕獲強化）             ４，５００千円 

・東京２０２０オリンピック聖火リレーに関する取組   ６，９９４千円 
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議第８５号 平成３１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  ７７,８０３千円（補正後 9,596,803千円 当初予算に対し 0.8%増） 

内 容  保険給付費等交付金等の返還 

 

 

議第８６号 平成３１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  １５,０００千円（補正後 3,199,200千円 当初予算に対し 0.5%増） 

内 容  マンホール蓋更新工事 ほか 

 

  

議第８７号 平成３１年度高山市水道事業会計補正予算（第１号）        （別冊） 

 

補正額  １３，０００千円（補正後 1,955,100千円 当初予算に対し 0.7%増） 

内 容  給水料の改定に伴う給水収益の増額及び支払消費税の増額 

 

  

議第８８号  教育委員会委員の任命について             （提案当日配付） 

議第８９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） 

議第９２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９３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９４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９５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９６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９７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９８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９９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１００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１０１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１０２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１０３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１０４号 人権擁護委員候補者の推薦について           （提案当日配付） 

 


