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令和４年第６回高山市議会定例会 提出議案の概要 

報第１４号 損害賠償の額の決定の専決処分について  （Ｐ１） 

① 令和４年４月２２日、高山市久々野町久々野１５７４番地１先 市道反保３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７月５日 

損害賠償額 １７４，６４７円 

② 令和４年７月１日、高山市奥飛驒温泉郷平湯７９１番地３８ あかんだな駐車場内で発生

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４年８月３日 

損害賠償額 １０９，６２４円 

③ 令和４年７月８日、高山市下切町４９０番地１ ほのぼの朝日ほずえの家敷地内で発生し

た停車しようとした救急車による屋根梁の破損事故に関し、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８月３日 

損害賠償額 ９４，６００円 

④ 令和４年３月３１日、高山市三福寺町１１７６番地６ 市道三福寺４６号線で発生した直

進中の公用車と左折合流車両との接触による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８月１７日 

損害賠償額 ４５，６８２円 

報第１５号 継続費精算報告書（一般会計）について （Ｐ３） 

  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。 

  ・ごみ処理施設環境影響分析事業（令和２年度～令和３年度） 

  ・ごみ処理施設建設基本設計事業（令和２年度～令和３年度） 

報第１６号 継続費精算報告書（水道事業会計）について （Ｐ５） 

  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。 

  ・宮導水路（若宮隧道）耐震対策事業（令和２年度～令和３年度） 
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報第１７号 継続費精算報告書（下水道事業会計）について          （Ｐ７） 

 

  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（沈砂池整備）（平成３１年度～令和３年度） 

 

 

認第１号 令和３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３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３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３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３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３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３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３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  ５９，１８４，９９７千円（前年度比 ４，３２５，１２９千円   ６．８%減） 

  歳出  ５３，９１２，０１５千円（前年度比 ６，５４８，８５１千円  １０．８%減） 

  差引   ５，２７２，９８２千円（前年度比 ２，２２３，７２２千円  ７２．９%増） 

  実質収支 ２，８０４，５６７千円（前年度比 １，２３０，７７３千円  ７８．２%増） 

 （特別会計（６会計合計）） 

  歳入  ２１，１５９，７８６千円（前年度比   ４１６，９０４千円   ２．０%増） 

  歳出  ２０，３５９，３０２千円（前年度比   ２１６，７９４千円   １．１%増） 

  差引     ８００，４８４千円（前年度比   ２００，１１０千円  ３３．３%増） 

  実質収支   ８００，４８４千円（前年度比   ２１０，１１０千円  ３５．６%増） 

 

 

認第８号 令和３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３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   １，９３０，６２７千円（前年度比  △２５，３２４千円  １．３%減） 

   総費用   １，７６０，１５８千円（前年度比  △４５，８３８千円  ２．５%減） 

   差引（純利益） １７０，４６９千円（前年度比   ２０，５１４千円 １３．７%増） 

  ・給水件数     ３３，７９３件 （前年度比      １１７件   ０．３%増） 

  ・年間総有収水量   ９８１万４千㎥（前年度比    △１１万２千㎥  １．１%減） 
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認第９号 令和３年度高山市下水道事業会計決算について           （別冊） 

  

  令和３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   ３，３０８，６６７千円（前年度比 △１４１，８３１千円  ４．１%減） 

   総費用   ３，３０８，６６７千円（前年度比 △１４１，８３１千円  ４．１%減） 

   差引（純利益）        ０円  

  ・接続件数     ２８，９０７件 （前年度比      ２１５件   ０．７%増） 

  ・年間総有収水量   ９３７万７千㎥（前年度比    △１０万５千㎥  １．１%減） 

 

 

議第５４号 高山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について（Ｐ９） 

 

  地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い改正するもの 

  ・非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和及び育児休業の取得の柔軟化 

  施行期日 令和４年１０月１日 

 

 

議第５５号 高山市企業立地促進条例の一部を改正する条例について     （Ｐ１９） 

 

  地域再生法施行規則等の改正に伴い改正するもの 

  ・本社機能移転計画による事業に係る助成金の交付及び指定要件の見直し 

対象とする本社機能に情報サービス事業部門を追加 

新規雇用従業員数等（中小企業）  ２人以上      → １人以上 

投下固定資産総額（中小企業以外） ２，０００万円以上 → ２，５００万円以上 

  施行期日 公布の日（令和４年４月１日以後に新たに本社機能移転計画が認定された事業所等

について適用） 

 

 

議第５６号 財産（ペレットストーブ）の取得について           （Ｐ２３） 

 

  ペレットストーブ４９台を取得するもの 

 

 

議第５７号 調停の成立について                     （Ｐ２４） 

 

  高山簡易裁判所令和２年（ノ）第９号所有権確認等請求事件調停事件に関し、調停を成立させ

ることについて議決を求めるもの 
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議第５８号 令和４年度高山市一般会計補正予算（第５号）          （別冊） 

 

  補 正 額  ７３４，５０６千円（補正後 49,469,644千円 当初予算に対し 3.7%増） 

  主 な 内 容  新型コロナウイルス感染症対策関係         ５０，３００千円 

国内観光プロモーション事業の実施         ２０，０００千円 

海外誘客プロモーション事業の実施         １０，０００千円 

関係人口創出・短期人材受入支援事業の実施      ２，０００千円 

飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金の増額 １５，０００千円 

インターンシップ促進事業の拡充           １，３００千円 

地域買い物支援事業の実施              ２，０００千円 

         原油価格・物価高騰対策関係           ５９７，０１５千円 

障がい福祉サービス事業所、介護保険事業所等へのサービス継続 

支援の実施                    ４７，５００千円 

公共施設の電気使用料、燃料費等の増額（飛騨市への事務委託料、 

一部事務組合負担金を含む）           ３４８，６１５千円 

下水道事業会計負担金等の増額          １０１，９００千円 

水稲肥料価格高騰対策事業の実施          ６９，０００千円 

自給飼料生産拡大支援事業の実施          ３０，０００千円 

         農業委員会タブレット端末の導入           ３，１００千円 

         オンライン申請管理システムの導入          ６，２００千円 

 

 

議第５９号 令和４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  ３２，３２７千円（補正後 8,971,327千円 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 

 

直診勘定 

  補 正 額  １，８３０千円（補正後 527,652千円 当初予算に対し 1.4%減） 

  内   容  原油価格等高騰に伴う直営診療施設の電気使用料の増額 

 

 

議第６０号 令和４年度高山市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）  （別冊） 

 

  補 正 額  ２３０千円（補正後 63,330千円 当初予算に対し 29.2%減） 

  内   容  原油価格等高騰に伴う指定管理施設の指定管理委託料の増額 
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議第６１号 令和４年度高山市観光施設事業特別会計補正予算（第１号）    （別冊） 

 

  補 正 額  ５，７８０千円（補正後 172,880千円 当初予算に対し 3.5%増） 

  内   容  原油価格等高騰に伴う観光施設の電気使用料及び燃料費の増額 

 

 

議第６２号 令和４年度高山市水道事業会計補正予算（第１号）        （別冊） 

 

（収益的支出） 

  補 正 額  ３５，６９０千円（補正後 1,945,090千円 当初予算に対し 1.9%増） 

  主 な 内 容  原油価格等高騰に伴う指定管理施設の指定管理委託料の増額 

 

議第６３号 令和４年度高山市下水道事業会計補正予算（第１号）       （別冊） 

 

（収益的支出） 

  補 正 額  １０１，９００千円（補正後 3,633,900千円 当初予算に対し 2.9%増） 

  主 な 内 容  原油価格等高騰に伴う下水道施設の電気使用料及び燃料費の増額 

 

 

議第６４号 副市長の選任について             （提案当日配付） 

議第６５号 教育委員会委員の任命について         （提案当日配付） 

議第６６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６７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６８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６９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７０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７１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７２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７３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７４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７５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７６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７７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７８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７９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８０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８１号 人権擁護委員候補者の推薦について       （提案当日配付） 

 

 

 


