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令和４年第２回高山市議会定例会 提出議案の概要 

 

 

報第３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１２月２８日、高山市八幡町１２３番地先 市道八幡大新町１号線で発生した、

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４年２月１８日 

    損害賠償額 ９８，６８２円 

 

  ② 令和４年２月２日、高山市花里町１丁目２６番地４ で発生した、花里小学校での除雪作

業中の飛び石による窓ガラス破損事故に関し、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４年２月１８日 

    損害賠償額 １９，３６０円 

 

 

議第４号 令和３年度高山市一般会計補正予算（第１７号）の専決処分について  （Ｐ２） 

 

  大雪に伴う除雪委託料の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４年２月１６日 

  補 正 額  ２００，０００千円（補正後 56,759,306千円 当初予算に対し 19.2%増） 

  内   容  大雪に伴う除雪委託料の増額 

 

 

議第５号 高山市各種委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て                                （Ｐ６） 

 

  高山市ごみ処理施設建設検討委員会設置条例の廃止に伴い改正するもの 

  施行期日 令和４年４月１日 

 

 

議第６号 高山市債権管理条例について                    （Ｐ８） 

 

  債権管理の一層の適正化を図るため制定するもの 

  施行期日 令和４年４月１日 

 

 

 

 

 



 

 

 

議第７号 高山市手数料条例の一部を改正する条例について          （Ｐ１１） 

 

  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 

  ・液化石油ガスの保安確保機器の設置等の認定の申請に係る手数料及び貯蔵施設等の変更許可の

申請に係る手数料について、政令に定める額と同額に改定 

  施行期日 令和４年４月１日 

 

 

議第８号 高山市立保育園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 

                                     （Ｐ１３） 

  高山市立高根保育園を廃止するため改正するもの 

  施行期日 令和４年４月１日 

 

 

議第９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       （Ｐ１５） 

 

  国民健康保険法施行令の改正に伴い改正するもの 

  ①保険料の基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額の見直し 

  ②未就学児の被保険者均等割額に係る公費による減額の適用 

  施行期日 令和４年４月１日（令和４年度以後の保険料について適用） 

 

 

議第１０号 飛騨高山にぎわい交流館「大政」の設置及び管理に関する条例について 

                                     （Ｐ２２） 

  飛騨高山にぎわい交流館「大政」を設置するため制定するもの 

  ・位置 高山市本町４丁目１番地 

  施行期日 令和４年４月１１日 

 

 

議第１１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 

                                     （Ｐ２６） 

  野麦峠の館を廃止するため改正するもの 

  施行期日 令和４年４月１日 

 

 

議第１２号 高山市地区公園条例の一部を改正する条例について        （Ｐ２８） 

 

  美人岩公園を廃止するため改正するもの 

  施行期日 令和４年４月１日 

 

 



 

 

 

議第１３号 高山市下水道条例及び高山市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部

を改正する条例について                    （Ｐ３０） 

 

  特定環境保全公共下水道及び農業集落排水処理施設の処理区域の見直しを行うため改正するもの 

  ・高山市国府浄化センターの処理区域に、廃止する荒城地区農業集落排水処理施設の処理区域を

加え、処理区域の表記について、供用開始が告示された区域とする表記に統一する。 

  施行期日 令和４年４月１日 

 

 

議第１４号 高山市体育施設等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 

                                     （Ｐ３８） 

  一之宮テニスコート、久々野総合運動公園屋内運動場、秋神グラウンド及び秋神テニスコートを

廃止するため改正するもの 

  施行期日 令和４年４月１日 

 

 

議第１５号 高山市消防団条例の一部を改正する条例について         （Ｐ４２） 

 

  消防団員の処遇を改善するため、報酬等の支給額等を改正するもの 

  ①報酬 

   ・名 称  報酬 → 年額報酬 

  ②出動手当 

   ・名 称  出動手当 → 出動報酬 

   ・支給額  １回について７，０００円以内 → １回について８，０００円以内 

  ③特別報酬 

   ・支給額  ７，０００円以内 → ８，０００円以内 

  施行期日 令和４年４月１日 

 

 

議第１６号 高山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について （Ｐ４４） 

 

  消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の改正に伴い改正するもの 

  ・消防団員等公務災害補償を受ける権利を担保とする貸付の新規申込受付終了による規定の削除 

  施行期日 令和４年４月１日 

 

 

議第１７号 清見中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築）請負契約の変更について 

                                     （Ｐ４６） 

  清見中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築）請負契約の変更について議決を求めるもの 

 

 



 

 

 

議第１８号 和解及び損害賠償の額の決定について              （Ｐ４８） 

 

  奥飛驒温泉郷神坂地内の土地等売買契約上の錯誤に起因する損害に関し、相手方と和解し損害賠

償金を支払うことについて議決を求めるもの 

 

 

議第１９号 高山市が飛驒市に委託する事務の委託に関する規約の変更について （Ｐ５０） 

 

  し尿処理施設北吉城クリーンセンターをし尿中継施設とする用途変更に伴い、旧上宝村地域のし

尿処理を飛驒市に委託するための規約の変更について、関係市（高山市・飛驒市）において議決を

求めるもの 

 

 

議第２０号 令和３年度高山市一般会計補正予算（第１８号）          （別冊） 

 

  補 正 額  １，９７５，６０９千円（補正後 58,734,915千円 当初予算に対し 23.4%増） 

  主 な 内 容  新型コロナウイルス感染症対策関係       ２５２，１１９千円 

バス運行事業委託料（のらマイカー等）の増額   ６，０００千円 

保育士、幼稚園教諭等の処遇改善        １０，９００千円 

子育て世帯臨時特別給付金等の返還金      １４，７１９千円 

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 

                       ４２，０００千円 

指定管理料の増額              １７８，５００千円 

寄附（ふるさと納税等）による積立金    １，３３６，６１９千円 

ふるさと納税の寄附額増加に伴う関連経費の増額  ４６，４００千円 

障がい者就労支援給付費の増額          ２０，０００千円 

障がい児通所支援給付費の増額          ４１，０００千円 

障がい児居宅生活支援給付費の増額        １０，０００千円 

救急医療機器導入に対する助成の実施       ５４，１３０千円 

青年就農支援事業補助金の増額          １２，７５０千円 

創業支援事業補助金の増額            ５０，０００千円 

旅行村線道路新設事業に係る補償費の増額     １７，０００千円 

県営土木事業負担金の増額            １５，０００千円 

小学校プール改修整備工事（西小）の実施     ８９，０００千円 

 

 

議第２１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２号）   （別冊） 

 

事業勘定 

  補 正 額  ６０，０００千円（補正後 8,817,203千円 当初予算に対し 1.1%増） 

  内   容  一般被保険者療養給付費の増額 



 

 

 

議第２２号 令和３年度高山市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）     （別冊） 

 

  補 正 額  ７，９００千円（補正後 9,788,494千円 当初予算に対し 1.4%増） 

  内   容  審査支払手数料の増額                 ８００千円 

       特定入所者介護サービス費の増額          ７，０００千円 

       特定入所者介護予防サービス費の増額          １００千円 

 

 

議第２３号 令和３年度高山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）  （別冊） 

 

  補 正 額  １４，０００千円（補正後 1,333,000千円 当初予算に対し 1.1%増） 

  内   容  後期高齢者医療広域連合納付金の増額 

 

 

議第２４号 令和３年度高山市下水道事業会計補正予算（第２号）        （別冊） 

 

（資本的収入） 

  補 正 額  △１００，０００千円（補正後 1,031,616千円 当初予算に対し 8.8%減） 

  内   容  企業債の減額 

 

 

議第２５号 令和４年度高山市一般会計予算                  （別冊） 
議第２６号 令和４年度高山市国民健康保険事業特別会計予算          （別冊） 

議第２７号 令和４年度高山市地方卸売市場事業特別会計予算          （別冊） 

議第２８号 令和４年度高山市学校給食費特別会計予算             （別冊） 

議第２９号 令和４年度高山市介護保険事業特別会計予算            （別冊） 

議第３０号 令和４年度高山市観光施設事業特別会計予算            （別冊） 

議第３１号 令和４年度高山市後期高齢者医療事業特別会計予算         （別冊） 

議第３２号 令和４年度高山市水道事業会計予算                （別冊） 

議第３３号 令和４年度高山市下水道事業会計予算               （別冊） 

※ 議第２５号から議第３３号までの新年度予算につきましては、別添「令和４年度予算のポイント」

をご覧ください。 

 


