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令和３年第２回高山市議会定例会 提出議案の概要 

 

議第５号 高山市行政組織条例の一部を改正する条例について          （Ｐ１） 

 

  市政を取り巻く環境の変化等に伴う行政課題への対応を図るとともに、効率的かつ効果的な行政

運営を進めるよう組織の見直しを行うため改正するもの 

  ・商工観光部、海外戦略部を廃止し、商工労働部、飛騨高山プロモーション戦略部を設置 

  施行期日 令和３年４月１日 

 

 

議第６号 高山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について （Ｐ５） 

 

  新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い条文整備を行うもの 

  施行期日 公布の日 

 

 

議第７号 高山市土地開発基金条例の一部を改正する条例について        （Ｐ７） 

 

  高山市土地開発基金の額を見直すため改正するもの 

  ・基金の額を１２億円から６億円に減額 

  施行期日 令和３年４月１日 

 

 

議第８号 高山市手数料条例の一部を改正する条例について           （Ｐ９） 

 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い改正するもの 

  ①面積要件の見直し等に伴う申請（変更）手数料の改正 

   ・性能向上計画認定申請手数料ほか 

  ②面積要件の見直しに伴う申請（変更）手数料の追加 

   ・建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料ほか 

  施行期日 令和３年４月１日 

 

 

議第９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                          （Ｐ３０） 

 

  税制改正による、ひとり親控除制度の創設により、未婚のひとり親世帯に対する寡婦（夫）控除等

のみなし適用を廃止するため改正するもの 

  施行期日 公布の日 
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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      （Ｐ３４） 

 

  国民健康保険法施行令及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正により改正するもの 

  ・低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を規定 

  ・新型コロナウイルス感染症の定義規定に係る条文整備 

  施行期日 公布の日 

 

 

議第１１号 高山市介護保険条例の一部を改正する条例について        （Ｐ３８） 

 

  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 ５，５２０円 → ５，７５０円 

  ・低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を規定 

  ・個人所得課税の見直しに伴う保険料率の算定に関する基準の特例を規定 

  施行期日 令和３年４月１日 

 

 

議第１２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                 （Ｐ４４） 

 

  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。 

  施行期日 令和３年４月１日 

 

 

議第１３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

の一部を改正する条例について                 （Ｐ５２） 

 

  指定居宅介護支援等の事業の人員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 令和３年４月１日・令和３年１０月１日 

 

 

議第１４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            （Ｐ６１） 

 

  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。 

  施行期日 令和３年４月１日 
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議第１５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       （Ｐ１１１） 

 

  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。 

  施行期日 令和３年４月１日 

 

 

議第１６号 高山市公設地方卸売市場整備基金条例の一部を改正する条例について 

                                    （Ｐ１３７） 

  基金の充当目的を変更するため改正するもの 

  施行期日 令和３年４月１日 

 

 

議第１７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 

                                    （Ｐ１３９） 

  野麦の里を廃止するため改正するもの 

  施行期日 令和３年４月１日 

 

 

議第１８号 高山市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例について 

                                    （Ｐ１４３） 

  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促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 令和３年４月１日 

 

 

議第１９号 新宮小学校校舎長寿命化改修工事（建築）請負契約の変更について （Ｐ１４５） 

議第２０号 新宮小学校校舎長寿命化改修工事（機械）請負契約の変更について （Ｐ１４７） 

 

  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

の変更について議決を求めるもの 

 

 

議第２１号 丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（建築）請負契約の変更について（Ｐ１４９） 

議第２２号 丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（電気）請負契約の変更について（Ｐ１５１） 

議第２３号 丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（機械）請負契約の変更について（Ｐ１５２） 

 

  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）請負契約の変更について議決を求めるもの 
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議第２４号 市有財産の無償譲渡について（留之原公民館）         （Ｐ１５４） 

 

  留之原公民館（高山市高根町）を無償譲渡するもの 

・譲渡の相手方 留之原町内会 

・譲渡時期   令和３年４月１日 

 

 

議第２５号 市道路線の認定について                   （Ｐ１５６） 

 

  宮峠トンネルの完成に伴い路線の認定（１路線）を行うもの 

 

 

議第２６号 令和２年度高山市一般会計補正予算（第１８号）           （別冊） 

 

  補 正 額  △４４１，９８１千円（補正後 68,845,528千円 当初予算に対し 49.0%増） 

  主 な 内 容  新型コロナウイルス感染症対策関係       ６２５，４００千円 

バス運行事業委託料（のらマイカー等）の増額  １１，０００千円 

高齢者住宅バリアフリー改修費補助金の増額   ２０，０００千円 

指定管理料の増額              １７５，８００千円 

新型コロナウイルス対策利子補給金、保証料補給金の増額（取扱期間の延長） 

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の増額 

                      ３１８，６００千円 

小学校プール改修整備工事（江名子小）の実施   ８１，０００千円 

県営土木事業負担金の増額            ２８，０００千円 

青年就農支援事業補助金の増額          １３，５００千円 

令和２年７月豪雨災害に伴う災害復旧費  △１，４００，０００千円 

農業施設災害復旧工事費の減額（令和３年度債務負担行為分） 

△４００，０００千円 

土木施設災害復旧工事費の減額（令和３年度債務負担行為分） 

    △１，０００，０００千円 

 

 

議第２７号 令和２年度高山市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）      （別冊） 

 

  補 正 額  ４０，０００千円（補正後 9,804,622千円 当初予算に対し 1.9%増） 

  内   容  財政調整基金への積立て             ４０，０００千円 

       居宅介護サービス給付費の減額        △１００，０００千円 

       施設介護サービス給付費の増額         １００，０００千円 
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議第２８号 令和２年度高山市下水道事業会計補正予算（第４号）         （別冊） 

 

（資本的収入） 

  補 正 額  △３０，２００千円（補正後 1,048,915千円 当初予算に対し△8.2%減） 

  内   容  企業債の減額 

 

 

議第２９号 令和３年度高山市一般会計予算                  （別冊） 
議第３０号 令和３年度高山市国民健康保険事業特別会計予算          （別冊） 

議第３１号 令和３年度高山市地方卸売市場事業特別会計予算          （別冊） 

議第３２号 令和３年度高山市学校給食費特別会計予算             （別冊） 

議第３３号 令和３年度高山市介護保険事業特別会計予算            （別冊） 

議第３４号 令和３年度高山市観光施設事業特別会計予算            （別冊） 

議第３５号 令和３年度高山市後期高齢者医療事業特別会計予算         （別冊） 

議第３６号 令和３年度高山市水道事業会計予算                （別冊） 

議第３７号 令和３年度高山市下水道事業会計予算               （別冊） 

※ 議第２９号から議第３７号までの新年度予算につきましては、別添「令和３年度予算のポイント」

をご覧ください。 

 

 

議第３８号 監査委員の選任について                 （提案当日配付） 

議第３９号 公平委員会委員の選任について              （提案当日配付） 

議第４０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４１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４２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４３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４４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４５号 人権擁護委員候補者の推薦について            （提案当日配付） 
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