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令和３年第５回高山市議会定例会 提出議案の概要 

報第１２号 損害賠償の額の決定の専決処分について （Ｐ１） 

① 令和３年５月１８日、高山市三福寺町４９５番地 学校給食センター敷地内で発生した後

退した給食配送車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３年６月２５日 

  損害賠償額 １４４，２９２円 

② 令和３年６月１８日、高山市花里町４丁目１１１番地 エネオス高山駅前給油所敷地内で

発生した左折したはしご車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３年７月２０日 

  損害賠償額 １３１，０１０円 

③ 令和３年７月１日、高山市高根町日和田１４４３番地先 市道日和田下村２号線で発生し

た横断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 令和３年８月１０日 

損害賠償額 ６７，６９２円 

④ 令和３年７月２日、高山市国府町広瀬町７９８番地６ 市道花本線で発生した左折したス

クールバス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 令和３年８月１３日 

損害賠償額 ３５０，１５４円 

⑤ 令和３年７月２日、下呂市小坂町落合２３７６番地３ 県道御岳山朝日線で発生した対向

車両との接触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 令和３年８月１６日 

損害賠償額 ２３，１９９円 

⑥ 令和３年７月１４日、高山市松之木町２６２番地 東山中学校敷地内で発生した後退した

給食配送車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３年８月１６日 

損害賠償額 ３７１，１４３円 
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報第１３号 令和３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） 

 

  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業を実施するため、補正予算の専決処分

を行ったので報告する。 

  専決年月日  令和３年６月３０日 

  補 正 額  １４，０００千円（補正後 48,717,507千円 当初予算に対し 2.3%増） 

  内   容  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給 

 

 

報第１４号 継続費精算報告書（一般会計）について           （Ｐ１０） 

 

  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。 

  ・宮川人道橋整備事業（平成３０年度～令和２年度） 

  ・新宮小学校校舎長寿命化改修事業（平成３１年度～令和２年度） 

  ・丹生川中学校校舎長寿命化改修事業（平成３１年度～令和２年度） 

 

 

認第１号 令和２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 令和２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 令和２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４号 令和２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５号 令和２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６号 令和２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７号 令和２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） 

 

  令和２年度一般会計及び特別会計（６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  ６３，５１０，１２６千円（前年度比 １３，５４８，０８０千円 ２７．１%増） 

  歳出  ６０，４６０，８６６千円（前年度比 １２，６３４，２３４千円 ２６．４%増） 

  差引   ３，０４９，２６０千円（前年度比    ９１３，８４６千円 ４２．８%増） 

  実質収支 １，５７３，７９４千円（前年度比    ４５７，５４７千円 ４１．０%増） 

 （特別会計（６会計合計）） 

  歳入  ２０，７４２，８８２千円（前年度比 △３，９４９，８９８千円 １６．０%減） 

  歳出  ２０，１４２，５０８千円（前年度比 △３，７１１，１２９千円 １５．６%減） 

  差引     ６００，３７４千円（前年度比   △２３８，７６９千円 ２８．５%減） 

  実質収支   ５９０，３７４千円（前年度比   △２４２，１１１千円 ２９．１%減） 
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認第８号 令和２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） 

 

  令和２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   １，９５５，９５１千円（前年度比  △６２，８９７千円  ３．１%減） 

   総費用   １，８０５，９９７千円（前年度比   １３，８９６千円  ０．８%増） 

   差引（純利益） １４９，９５４千円（前年度比  △７６，７９４千円 ３３．９%減） 

  ・給水件数     ３３，６７６件 （前年度比       ６３件   ０．２%増） 

  ・年間総有収水量   ９９２万７千㎥（前年度比    △２９万９千㎥  ２．９%減） 

 

 

認第９号 令和２年度高山市下水道事業会計決算について          （別冊） 

 

  令和２年度下水道事業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。 

  ・経営状況 

   総収益   ３，４５０，４９８千円 

   総費用   ３，４５０，４９８千円 

   差引（純利益）       ０円 

  ・接続件数     ２８，６９２件 （前年度比      １９０件   ０．７%増） 

  ・年間総有収水量   ９４８万３千㎥（前年度比    △４４万３千㎥  ４．５%減） 

 

 

議第６５号 令和３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 

                                   （Ｐ１２） 

 

  令和３年８月の大雨により被災した農地・農業用施設、林業施設及び土木施設の災害復旧の

ために行った補正予算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  令和３年８月１５日 

  補 正 額  ２６０，０００千円（補正後 48,977,507千円 当初予算に対し 2.9%増） 

  主 な 内 容  令和３年８月の大雨による被災箇所の災害復旧費 

農地・農業用施設復旧工事等（土砂撤去、測量・設計、復旧工事） 

                       ４０，０００千円 

林業施設復旧工事等（測量・設計、復旧工事）  ５０，０００千円 

道路・河川・橋りょう復旧工事等（土砂撤去、測量・設計、復旧工事） 

                      １７０，０００千円 
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議第６６号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う高山市固定資

産税の特例に関する条例について              （Ｐ１７） 

 

  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い固定資産税の特例を定めるもの 

  ・高山市過疎地域持続的発展計画に定める産業振興促進区域内における固定資産税の特例措置 

  施行期日 公布の日 

 

 

議第６７号 高山市誰にもやさしいまちづくり条例の一部を改正する条例について 

                                   （Ｐ２３） 

 

  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律等の改正に伴い改正するもの 

  ①法律の改正に伴う条文整備 

  ②バリアフリーについて満たすべき基準を限定する条例対象小規模特別特定建築物が新設され

たことに伴い、現行基準を維持する規定の追加 

  施行期日 ①公布の日 

       ②令和３年１０月１日 

 

 

議第６８号 江名子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 

                                   （Ｐ２６） 

 

  江名子小学校校舎長寿命化改修工事（建築）請負契約を締結するもの 

 

 

議第６９号 三枝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 

                                   （Ｐ２８） 

 

  三枝小学校校舎長寿命化改修工事（建築）請負契約を締結するもの 

 

 

議第７０号 高山市過疎地域持続的発展計画について            （別冊） 

 

  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い定めるもの 

  ・計画期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 
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議第７１号 令和３年度高山市一般会計補正予算（第８号）         （別冊） 

 

  補 正 額  １，８７２，１４３千円（補正後 50,849,650千円 当初予算に対し 6.8%増） 

  主 な 内 容  新型コロナウイルス感染症対策関係     １，０９７，７５０千円 

新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費の増額 

                      ３２０，０００千円 

新型コロナウイルス対策の市民・事業者への広報・啓発の実施 

                        ２，５００千円 

雇用調整支援事業補助金の増額         ３０，０００千円 

新型コロナウイルス対策産業団体等消費活性化策支援事業補助金（第３弾） 

   １００，０００千円 

飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金の増額 

４，０００千円 

匠の家づくり支援事業補助金の増額       ３５，０００千円 

高齢者住宅バリアフリー改修費補助金等の増額 ２９０，０００千円 

子育て住環境整備事業補助金の増額       ３５，０００千円 

新型コロナウイルス対策利子補給金、保証料補給金の延長 

                      １００，０００千円 

県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金負担金（第５弾） 

                       ９０，０００千円 

新型コロナウイルス対策体験プログラム利用促進事業の実施 

                       ４０，０００千円 

中小企業生産性革命推進事業補助金の増額    ５０，０００千円 

子ども子育て世帯社会的孤立防止事業の実施    １，２５０千円 

令和２年７月豪雨災害に伴う災害復旧費     ２００，０００千円 

令和３年５月及び７月の大雨に伴う災害復旧費  ３９９，０００千円 

ＳＤＧｓ推進のための市民・事業者への周知・啓発の実施 

     ５，０００千円 

重度障がい者の非常用電源装置の購入に対する助成 

                         ３，６００千円 

高齢者福祉施設の防災改修等に対する助成     ３５，７００千円 

公共施設におけるマイマイガの卵塊除去作業の実施  ５，０００千円 

国道１５８号歩道拡幅工事に伴う補償工事に係る設計等の実施 

                        １１，０００千円 

 

 

議第７２号 令和３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  ３３，２０３千円（補正後 8,757,203千円 当初予算に対し 0.4%増） 

  内   容  保険給付費等交付金等の返還 
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議第７３号 令和３年度高山市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） （別冊） 

 

  補 正 額  ４００千円（補正後 28,300千円 当初予算に対し 1.4%増） 

  主 な 内 容  寄附による公設地方卸売市場基金への積立て 

 

 

議第７４号 教育長の任命について             （提案当日配付） 

議第７５号 教育委員会委員の任命について         （提案当日配付） 

議第７６号 人権擁護委員候補者の推薦について       （提案当日配付） 

 

 


