
平成２６年度予算のポイント

  平成２６年度は、市町村合併によって新高山市が誕生してから１０年目となる節目

の年であり、あわせて高山市第七次総合計画の最終年となります。この間、合併以来

の命題であります連帯した一体感のある高山市となるよう合併まちづくり計画の基本

テーマ「個性ある地域の連携と協調」のもと、安全、安心、快適に暮らすことができ

るまちの形成に全力を挙げて取り組んでまいりました。

  こうしたなか、平成２６年度の予算につきましては、「市民が主役」という理念の

もと、市民協働による魅力・活力にあふれるまちづくりに向けて、地域の実情に即し

て取り組んでいけるよう花里、一之宮の両地域をモデル地域として新たな協働のまち

づくりのしくみを構築することとしています。

　また、市域全域への情報通信環境の整備を促進し、インターネットやＣＡＴＶを活

用した行政情報・観光情報の提供をすすめ、より一層の市民サービスの向上と地域の

活性化を図ることとしています。

　さらに、高山市第七次総合計画の総仕上げとして着実に事業を推進していくため、

「景気・環境・文化」をキーワードに、平成２５年度からの繰越事業と合わせた市民

の安全安心につながる公共事業等の確保、自然エネルギー利用日本一の環境都市を目

指した環境政策のさらなる推進、潤いとおちつきをもたらす美しい景観の保全と創出

や飛騨春慶弦楽器を活用した文化芸術の情報発信など、将来に向けた種まきの事業に

も重点的に予算配分を行いました。

　また、引き続き子どもを産み育てやすい環境づくり、誰もが健康でいきがいをもっ

て暮らすことができる福祉・保健・医療の充実、海外戦略の推進等による産業の活性

化、地場産業の振興、安全・防災対策、教育環境の整備、行政情報の公開など、これ

までの取り組みを成熟させ、確実に収穫し次世代に継承していくよう次の１０年を見

据え、スピード感を持って取り組むこととしています。

○ 予算の全体像

（歳出ベース） （単位：千円、％）

本年度 前年度 対前年度増減 対前年度伸率

45,400,000 44,400,000 1,000,000 2.3

26,750,600 26,283,050 467,550 1.8

2,102,500 2,192,000 △ 89,500 △ 4.1

74,253,100 72,875,050 1,378,050 1.9

区分

一般会計

特別会計

企業会計

計
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○ 一般会計歳入

（単位：千円、％）

本年度 前年度 対前年度増減 対前年度伸率

13,298,564 13,272,530 26,034 0.2

550,000 550,000 0 0.0

28,000 28,000 0 0.0

30,000 15,000 15,000 100.0

5,000 5,000 0 0.0

1,100,000 920,000 180,000 19.6

27,000 27,000 0 0.0

70,000 150,000 △ 80,000 △ 53.3

50,000 50,000 0 0.0

15,700,000 15,200,000 500,000 3.3

15,000 15,000 0 0.0

462,440 445,325 17,115 3.8

541,257 513,783 27,474 5.3

5,093,541 4,331,392 762,149 17.6

2,635,323 2,513,573 121,750 4.8

434,911 389,031 45,880 11.8

6,010 6,010 0 0.0

739,226 1,035,530 △ 296,304 △ 28.6

100,000 100,000 0 0.0

2,413,728 2,502,826 △ 89,098 △ 3.6

2,100,000 2,330,000 △ 230,000 △ 9.9

45,400,000 44,400,000 1,000,000 2.3

○ 市税は、東日本大震災に伴う個人市民税均等割の増額等により０．２％の増

○ 地方消費税交付金は、地方消費税率の引上げにより１９．６％の増

○ 自動車取得税交付金は、税制改正に伴う税率の引下げにより５３．３％の減

○ 地方交付税は、国の地方財政対策と実績を踏まえ５億円増

普通交付税　１４５億円、　特別交付税　１２億円

○ 財政調整基金からの繰入金を３億円

○ 市債残高の計画的な削減に向け、臨時財政対策債以外の市債借入を抑制

臨時財政対策債　２１億円

繰越金

諸収入

市債

計

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

区分
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○ 一般会計歳出

（１）目的別経費

（単位：千円、％）

本年度 前年度 対前年度増減 対前年度伸率

329,526 336,152 △ 6,626 △ 2.0

6,736,578 6,347,917 388,661 6.1

12,646,868 11,956,069 690,799 5.8

2,786,019 2,843,484 △ 57,465 △ 2.0

2,204,703 2,316,936 △ 112,233 △ 4.8

3,609,911 3,784,398 △ 174,487 △ 4.6

6,031,542 5,665,766 365,776 6.5

1,618,398 1,555,316 63,082 4.1

3,445,889 3,385,941 59,948 1.8

5,940,566 6,098,021 △ 157,455 △ 2.6

50,000 50,000 0 0.0

0 60,000 △ 60,000 皆減

45,400,000 44,400,000 1,000,000 2.3

○総務費は、退職手当など人件費が減となるものの、情報通信基盤（ＣＡＴＶ）整

備など情報化推進費の増等により６．１％の増

○民生費は、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、障がい福祉サービス事

業費、国民健康保険事業特別会計繰出金の増等により５．８％の増

○衛生費は、ごみ焼却施設解体事業費、感染症対策事業費の減により２．０％の減

○農林水産業費は、飛騨東部土地改良事業費の減により４．８％の減

○商工費は、新穂高周辺施設整備事業費、融資預託金の減等により４．６％の減

○土木費は、駅周辺土地区画整理事業費、街路整備事業費の増により６．５％の増

○消防費は、消防車両整備事業費の増により４．１％の増

○教育費は、文化芸術祭開催事業費や歴史的町並再生事業費が減となるものの、小

中学校大規模改修事業費の増等により１．８％の増

○公債費は、市債借入の抑制や利率見直しの実施により２．６％の減

計

土木費

消防費

教育費

公債費

予備費

災害復旧費

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

区分
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（２）性質別経費

（単位：千円、％）

本年度 前年度 対前年度増減 対前年度伸率

20,665,790 20,741,305 △ 75,515 △ 0.4

7,286,540 7,488,530 △ 201,990 △ 2.7

7,438,684 7,154,754 283,930 4.0

5,940,566 6,098,021 △ 157,455 △ 2.6

6,468,141 5,893,068 575,073 9.8

18,266,069 17,765,627 500,442 2.8

6,414,858 6,241,260 173,598 2.8

264,330 259,610 4,720 1.8

4,190,099 3,956,391 233,708 5.9

1,051,319 922,681 128,638 13.9

131 131 0 0.0

1,860,000 1,900,000 △ 40,000 △ 2.1

4,435,332 4,435,554 △ 222 0.0

50,000 50,000 0 0.0

45,400,000 44,400,000 1,000,000 2.3

○ 義務的経費は、０．４％の減

　人件費は、職員数の削減、退職手当の減等により２．７％の減

　　職員数　　９０２人（Ｈ２５当初）　→　８７５人　　△２７人

　扶助費は、障がい福祉サービス事業費の増等により４．０％の増

　公債費は、市債借入の抑制等により２．６％の減

　　市債残高　７３３億円（Ｈ２５末）　→　６８４億円　　△４９億円

　 （全会計）

○ 投資的経費は、歴史的町並再生事業費等が減となるものの、情報通信基盤整備

事業費、駅周辺土地区画整理事業費、街路整備事業費の増等により９．８％の

増

○ 一般行政経費は、臨時福祉給付金給付事業費、子育て世帯臨時特例給付金給付

事業費、情報化推進費の増等により２．８％の増

  投資及び出資金

  貸付金

  繰出金

  その他

計

投資的経費

一般行政経費

  物件費

  維持修繕費

  補助費等

  積立金

区分

義務的経費

  人件費

  扶助費

  公債費
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○ 特別会計・企業会計

特別会計 （単位：千円、％）

本年度 前年度 対前年度増減 対前年度伸率

10,657,000 10,500,000 157,000 1.5

539,500 568,000 △ 28,500 △ 5.0

3,712,000 3,678,500 33,500 0.9

32,700 32,300 400 1.2

405,000 414,850 △ 9,850 △ 2.4

593,600 609,500 △ 15,900 △ 2.6

624,700 610,000 14,700 2.4

9,000,000 8,705,500 294,500 3.4

35,800 34,900 900 2.6

106,900 109,300 △ 2,400 △ 2.2

1,043,400 1,020,200 23,200 2.3

26,750,600 26,283,050 467,550 1.8

○国民健康保険事業事業勘定は、保険給付費等の増により１．５％の増

直営診療施設勘定は、院外処方による医薬品材料費の減により５．０％の減

○下水道事業は、宮川終末処理場長寿命化事業費等の増により０．９％の増

○簡易水道事業は、浄水施設整備費の減により２．６％の減

○農業集落排水事業は、管きょ管理費等の増により２．４％の増

○介護保険事業保険事業勘定は、保険給付費等の増により３．４％の増

○後期高齢者医療事業は、広域連合納付金の増により２．３％の増

企業会計 （単位：千円、％）

本年度 前年度 対前年度増減 対前年度伸率

2,102,500 2,192,000 △ 89,500 △ 4.1

○収益的支出は、会計基準の見直しに伴う減価償却費の増等により１８％の増

資本的支出は、錦山配水区域再編事業費等の減により３１％の減

水道事業

区分

農業集落排水事業

介護保険事業
（保険事業勘定）

介護保険事業
（介護サービス事業勘定）

観光施設事業

後期高齢者医療事業

計

国民健康保険事業
（事業勘定）

国民健康保険事業
（直営診療施設勘定）

下水道事業

地方卸売市場事業

学校給食費

簡易水道事業

区分
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平成２６年度重点事業

☆は、新規・拡大事業及び著大事業

1 「やさしさ」のあるまちをめざして

○ 子育て支援対策

子ども医療費助成事業 ３４０，０００千円

義務教育修了まで医療費全額無料

母子父子家庭医療費助成事業 ６０，０００千円

母子保健事業 １１４，５４５千円

特定不妊治療に対する助成
☆ 特定不妊治療支援利子補給制度の新設

妊婦健康診査に対する助成
妊婦栄養支援事業
新生児聴覚検査に対する助成
こんにちは赤ちゃん事業（生後４ヶ月までの乳児家庭への全戸訪問）
乳幼児健康診査（４ヶ月児・１歳６ヶ月児・３歳児）

養育医療費給付事業 ４，０１０千円

入院が必要な未熟児の養育に対する給付

子育て支援金支給事業 ９５，０００千円

第１子、第２子は１０万円　第３子以降は２０万円を支給

ブックスタート事業 １，７００千円

乳幼児に絵本の配付（４か月健診、１歳６か月健診の２回）

児童手当給付事業 １，６４０，０００千円

中学校第３学年修了までの児童を対象に支給
  ３歳未満 月額１５，０００円
　３歳～小学生 第１・２子　月額１０，０００円

第３子以降　月額１５，０００円
　中学生 月額１０，０００円
　所得制限を超える場合 月額　５，０００円

☆ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 １２０，０００千円

児童手当給付金受給者を対象　１人　１０，０００円

児童扶養手当給付事業 ３４０，０００千円

母子家庭等の一定要件に該当する児童の養育を対象に支給
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障がい児等看護支援事業 １，０２０千円

医療行為を必要とする障がい児等の訪問看護等に対する支援
医療行為を必要とする障がい児等の学校活動に対する支援

障がい児療育事業 １４６，９４０千円

障がい児通所支援の充実
　あゆみ学園、第二あゆみ学園、いきいき広場、ゆりのこほか
利用者負担の全額助成
障がい児通園に対する助成
療育プログラム作成等による障がい児療育の支援

☆ 保育士研修による療育支援体制の充実

つどいの広場事業 ９，５２０千円

空き店舗等を活用した子育ての相談、アドバイス、情報提供
子育てコーディネーターの配置

留守家庭児童対策事業 ５８，２９０千円

１５教室の開設

障がい児等体験学習事業 １，０００千円

小学生から高校生の障がい児等を対象にした長期休暇期間中の体験学習

母子家庭就業支援事業 ２，１５６千円

母子寡婦福祉会に対する助成
母子家庭の自立のための資格取得等に対する助成

子どもにやさしいまちづくり推進事業 ４，２３３千円

園庭開放、託児ボランティア団体助成、乳幼児家庭教育

保育料軽減事業（公立、私立） ５６９，５６９千円

軽減率  　第１子　３０％～６１％
　　　　　第２子　７５％～８６％
　　　　　第３子以降無料
軽減見込額　　５６９，５６９千円

長時間保育事業 ２，６００千円

☆ １３時間保育の実施（岡本保育園）

☆ 保育士等処遇改善事業 ３２，０００千円

私立保育所の保育士等処遇改善に対する助成

私立幼稚園就園奨励助成事業 ６８，０００千円

保育料の軽減
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中小企業事業所内保育施設整備事業 １５，０００千円

中小企業事業所内保育施設の整備に対する助成
中小企業事業所内保育施設の運営に対する助成

院内保育事業 ７，０００千円

病院内保育施設の運営に対する助成

○ 健康・福祉対策

高齢者福祉事業 ２２７，９８５円

自立者及び介護保険制度で不足が生ずる高齢者への追加サービス
　短期入所付加サービス事業
　高齢者住宅改造助成事業
　低所得者利用負担軽減対策事業
　地域乗合バス利用費補助金
　日常生活用具給付事業
　寝具洗濯乾燥サービス事業
　高齢者健康づくり器具設置費補助金
　外出支援事業（福祉有償運送車両購入費助成含む）

地域支援事業
　通所型介護予防事業
　高齢者短期宿泊事業
　高齢者ホームヘルプ付加サービス事業、軽度生活援助事業
　高齢者健康教室事業（空き店舗等活用）
　家族介護用品等支給事業
　徘徊高齢者探索事業
　成年後見制度利用支援事業
　緊急通報システム事業
　高齢者配食サービス事業
　在宅寝たきり老人等介護者慰労金給付事業

自立支援給付等利用者負担助成事業 ４，０００千円

自立支援給付等のサービスにかかる自己負担に対する助成

障がい者福祉ホーム運営事業 １，９００千円

福祉ホームむらやま（精神）に対する助成

障がい者就労支援事業 ２７，８００千円

障がい者の雇用機会の創出
障がい者の就労支援に対する助成

障がい者生活支援事業 ２３，１７０千円

身体・知的・精神障がい者に対する相談支援、手話通訳設置・派遣
発達障がい者(児)に対する相談支援
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☆ 障がい者居宅介護等事業給付事業 １１１，６００千円

身体介護、家事援助、乗降介助等の支援
サービス等利用計画の作成

☆ 障がい者就労支援給付事業 ３６０，０００千円

就労継続支援サービス等に対する支援

障がい者療養介護等給付事業 ５９，８００千円

障がい者の病院での機能訓練、介護等に対する支援

障がい者自立訓練給付事業 ２９，８００千円

障がい者のリハビリ、入浴、排泄等の訓練に対する支援

地域移行等支援給付事業 １，８００千円

地域移行支援（入院、入所中の障がい者が地域へ移行するまでの支援）
地域定着支援（在宅の障がい者に対する緊急時の連絡、相談等のサポート）

成年後見制度利用支援事業 ６２０千円

地域活動支援センター機能強化事業 １１，５２０千円

障がい者の創作的活動、生産活動に対する支援

温泉保養施設利用助成事業 ３０，０００千円

利用料金の半額、２０回分を助成

相談所設置事業 ５，０９８千円

市民生活総合相談窓口、結婚相談事業

結婚支援事業 ４，３００千円

広域連携による結婚支援
　専用ポータルサイトによる結婚応援情報や交流の場の提供
　出会いイベント開催

☆ 臨時福祉給付金給付事業 ２００，０００千円

市民税が課税されない人を対象　１０，０００円
老齢基礎年金等受給者には５，０００円を加算

保健予防事業 ２４５，９７３千円

基本健康診査、がん検診　ほか
　女性特有がん検診（一定年齢到達者の無料化）
　働く世代の大腸がん検診（一定年齢到達者の無料化）
訪問指導、健康相談、うつ病・自殺予防対策
特定健康診査（国保被保険者を対象）

感染症対策事業 ２２９，５４５千円

定期予防接種
☆ 感染症対策備蓄物資の購入
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医師確保等支援事業 ３１２，０００千円

臨床研修医等募集に対する助成
非常勤医師確保に対する助成
高度医療機器の整備に対する助成
院内保育の運営等に対する助成
臨床研修医の研修等に対する助成
久美愛厚生病院建設事業に対する助成

２４時間電話医療相談事業 ７，８００千円

健康、医療、メンタルヘルスなど多様な医療相談に２４時間体制で対応

救命救急センター運営助成事業 ４０，０００千円

国民健康保険事業 １１，１９６，５００千円

保険給付事業、保健事業
直営診療所の運営

介護保険事業 ９，０３５，８００千円

保険給付事業
地域支援事業（高齢者健康教室ほか）
介護予防プラン作成

後期高齢者医療事業 １，７８４，１４０千円

後期高齢者（７５歳以上）の医療給付費に対する負担
健康増進事業

○ バリアフリー対策

安全・安心・快適なまちづくり事業 ６，０００千円

既存の民間施設等のバリアフリー改修、子育て環境改修に対する助成

バリアフリー対策事業 １１８，０００千円

歩車共存型道路整備、歩道整備

手話通訳者等養成事業 １，１００千円

手話奉仕員養成講座の開催（入門、基礎講座）
手話通訳者等養成講座受講に対する助成
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2 「すみよさ」のあるまちをめざして

○ 情報化対策

☆ 情報施設整備事業 ５００，０００千円

情報通信基盤（ＣＡＴＶ）整備に対する助成

電子市役所推進事業 ４４２，７８５千円

総合行政事務電算委託
☆ 総合行政情報システムの導入
☆ 諸証明書コンビニ交付サービスの導入
☆ 市ホームページの再構築

岐阜情報スーパーハイウェイ運営費負担金
飛騨高山ふるさと寄附における電子決済の導入

議会の公開 １５，１５０千円

議会広報の発行
議会のテレビ放映
議会情報及び議事録の公開

多様な媒体を活用した情報発信 ８７，２００千円

広報たかやま発行
ＣＡＴＶ放送番組の制作
ＦＭ放送番組の制作

○ 防災・安全対策

自動起動防災ラジオ普及促進事業 １０，０００千円

自動起動防災ラジオの設置に対する助成

災害対策事業 ７９，８０２千円

総合防災訓練
防災備蓄物資の購入
洪水対策支援システムを活用した避難誘導
防災エキスパートの育成

☆ 道路施設の安全対策事業（平成２５年度繰越事業） ２５，０００千円

橋りょう、トンネル等の安全点検

☆ 橋りょう耐震補強事業 ２７７，８００千円

中橋（継続費）、渡瀬橋（継続費）
和合橋、千島３号橋、あぶみ橋
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建築物耐震診断事業 ２３，０００千円

木造住宅耐震診断の無料実施
☆ 建築物耐震診断に対する助成

建築物耐震補強工事促進事業 ６３，０００千円

☆ 住宅等の耐震補強工事に対する助成

除雪対策事業 ５６１，３００千円

道路・歩道除雪
除雪機購入に対する助成
流雪溝設置（名田川原町線）

子どもの安全対策事業 ５，４００千円

防犯ブザーの配付
通学路照明灯の整備
「子ども１１０番の車」によるパトロール
メールによる不審者等の情報提供

消防施設整備事業 １８２，０４０千円

☆ 高規格救急自動車更新　１台
☆ 水槽付消防ポンプ車　１台
☆ 消防団車両更新　４台

耐震性防火水槽設置　２基

☆ 消防デジタル無線整備事業（平成２５年度繰越事業） １，１００，０００千円

消防デジタル無線、通信指令システムの整備

○ 道路・交通対策

☆ 駅周辺土地区画整理事業 ７８１，１１６千円

自由通路等整備工事、東西駅前広場詳細設計　ほか

☆ 街路整備事業 ７７９，９１７千円

街路西之一色花岡線
街路高山駅東口線

道路橋りょう維持修繕事業 ４４８，９００千円

道路修繕、側溝修繕
地域生活道路再生事業

交通安全施設整備事業 ３４，０００千円

防護柵、道路反射鏡、区画線整備
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道路新設改良事業 ６１４，６１７千円

上切中切２号線
千島線
蒲田左俣線（恵橋）
村上田頃家線（村上橋）
昭和３号線他
西之一色３４号線（金森橋）
あぶみ橋線
花本線（広瀬踏切）

バス運行事業 ２０４，０３５千円

のらマイカー、まちなみバスの運行
小型車両によるデマンド運行

○ 自然・生活環境対策

自然エネルギー利用推進事業 ２３３，０００千円

☆ 防災拠点施設への新エネルギー設備導入
☆ 産学官連携による自然エネルギー活用「飛騨高山モデル」の構築

自然エネルギー利用の普及啓発
☆ ペレットストーブ、ペレットボイラー購入等に対する助成
☆ 太陽光発電装置設置に対する助成

地球温暖化対策事業 １８２，５００千円

千代田区との協同による森づくり（カーボン・オフセット事業）
エコ住宅の新築、エコリフォーム、屋根遮熱塗装等に対する助成
公共施設の緑化推進

☆ 電気自動車用急速充電器の設置

☆ クリーンエネルギー自動車の導入
市産材を利用した住宅建築等に対する助成

生物多様性保全推進事業 ９，９６５千円

乗鞍山麓五色ヶ原の森等を活用した自然学習の推進
いのちの森づくり（どんぐりの苗木植樹）
外来植物（オオハンゴンソウ等）の除去、啓発
自然環境の保全

生活環境保全事業 １３，４７０千円

ポイ捨て等及び路上喫煙禁止の啓発
水質汚濁対策、大気汚染対策、土壌中放射性物質測定調査
アスベスト含有調査、除去対策に対する助成
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緑地保全事業 ６９，３００千円

市街地を囲む里山、緑地の保全契約者に対する助成
里山の購入（緑の基金活用）
市有林利用間伐等

景観保全事業 ２２，９３８千円

市街地景観保存区域保存会に対する助成
☆ 生けがき等設置に対する助成
☆ 景観にふさわしい看板設置等に対する助成
☆ 景観形成（塀等設置）に対する助成

一般開放型施設整備に対する助成
☆ 景観重要建造物の修景に対する助成
☆ 市街地景観保存区域建造物の修景等に対する助成

自然公園管理・保護事業 ６８，３５６千円

乗鞍山麓五色ヶ原の森、登山道等の管理・保護
乗鞍自動車利用適正化協議会負担金

☆ ジオパークの推進
☆ 白山ユネスコエコパークの推進

公園整備・管理事業 １４２，５０８千円

都市公園等の維持管理・修繕
☆ 松倉城址からのまちなみ眺望確保

歴史的環境保全整備事業 １０，０００千円

☆ まちかどスポット整備

市営住宅管理事業 ９７，９２８千円

市営住宅の維持管理
市営住宅の施設修繕

簡易水道整備事業 １１４，０００千円

奥飛騨温泉郷（中尾）簡易水道

下水道管きょ建設事業 ２７４，２１８千円

汚水管きょ布設
　国府町（上広瀬）、奥飛騨温泉郷（神坂）

下水道処理施設改造事業 ６９３，７００千円

消化タンク機械・電気設備
３号送風機電動部更新
管理棟耐震補強

☆ 汚泥脱臭設備増設

浄化槽設置助成事業 ３０，０００千円

集合処理計画区域外の設置に対する助成（市単独上乗せ）

し尿処理施設管理事業 ２１４，７２２千円

環境センター、久々野衛生センターの維持管理

14



ごみ収集事業 ２８４，２００千円

可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみのステーション収集

ごみ資源化・減量化推進事業 １０８，３００千円

拠点集積所による資源回収、団体奨励金
容器リサイクル施設運営委託
生ごみ堆肥化装置設置補助金

容器包装廃棄物等再資源化事業 ５５，４８０千円

プラスチック製、紙製容器廃棄物、発泡スチロールの再資源化

ごみ処理施設整備事業 ６０５，４１０千円

ごみ処理施設整備測量調査
ごみ処理施設整備基金積立

3 「にぎわい」のあるまちをめざして

○ 産業振興対策（地域経済の活性化）

海外戦略推進事業 ４５，８４０千円

海外戦略ビジョンに基づく誘客、販売、交流の促進
職員海外派遣（パリ、香港）

海外現地プロモーション（パリ、台北、香港ほか）
海外エージェント等招へい（フランス、中国ほか）
外国語パンフレットの作成（英語、中国語、タイ語ほか）
パンフレット等の外国語表記、人材育成研修等に対する助成
外国人観光客の購入土産品運送に対する助成

☆ 無料Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備
☆ 外国語観光ホームページモバイル版の作成
☆ 外国人観光客観光ガイドの配置

観光宣伝推進事業 １２０，５９０千円

☆ 北陸新幹線開業・高山本線全通８０周年記念誘客事業
飛騨観光宣伝協議会による観光宣伝活動
観光関係団体の観光宣伝事業等に対する助成

飛騨高山観光客誘致推進事業 ２７，１００千円

年間を通じた誘客イベント、キャンペーン
☆ 中部山岳国立公園指定８０周年記念誘客事業

飛騨高山ウルトラマラソンの開催（大会規模を２，５００人に拡大）
芸妓育成に対する助成

コンベンション開催支援事業 ２０，０００千円

国際会議、コンベンション、スポーツ大会等の開催に対する助成

観光施設管理運営事業 ２８１，３５９千円

温泉施設、キャンプ場等の管理運営
観光案内所の運営（高山駅前、上三之町）

☆ 新穂高センターの開設
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スキー場管理運営事業 １１７，８６１千円

飛騨高山スキー場、モンデウス、アルコピアの管理運営

営農推進対策事業 １６，０４０千円

地域の中心となる農業経営体への農地集積協力者に対する助成
就農希望者の農地確保協力者に対する助成
経営所得安定対策の推進

農作物獣害防止対策事業 １４２，９３０千円

鳥獣被害防止柵設置に対する助成　　
有害鳥獣捕獲技術者の育成支援に対する助成
有害鳥獣の捕獲委託
イノシシ等の捕獲、わな製作

☆ 鳥獣捕獲に対する報奨金
モンキードッグ育成に対する助成
捕獲鳥獣の食用加工研究等に対する助成

新規就農者等育成支援事業 ８２，０００千円

就農希望者に対する実践的な農業研修の支援
新規就農者の農地賃借料に対する助成

☆ ４５歳未満の独立・自営就農者に対する助成（要件緩和）

地域特産物振興事業 ３，０００千円

発掘、育成、振興の各段階ごとに支援

６次産業化支援事業 ２，０００千円

６次産業化（生産・加工・販売）の取り組みに対する助成

経営体育成支援事業 ５，０００千円

農業用機械導入等に対する助成

農業総合整備事業 ４０，０００千円

農業用機械導入等に対する助成

地産地消推進事業 ３，０００千円

生産者と食品関連業者とのマッチングイベントの開催
地域農産物を使ったイベントの開催
学校給食への県内産米、野菜等の利用に対する助成　ほか
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環境保全型農業支援事業 １，５００千円

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する助成

中山間地域等直接支払事業 １８２，９００千円

急傾斜地  ６１５．９ｈａ、緩傾斜地  ７０７．９ｈａ  

耕作放棄地再生支援事業 １０，０００千円

地域の特性を活かした耕作放棄地対策に対する助成

農地・水保全管理事業 ５０，５２０千円

農地、農業用施設の維持管理活動に対する支援
農業用施設の長寿命化のための活動に対する支援

県営土地改良事業 ４６，６５０千円

広域営農団地農道整備事業
中山間地域総合整備事業(南高山地区)

☆ 県営農村環境整備事業（小水力発電施設）

農業用施設維持管理事業 ３５，０００千円

☆ 地籍調査事業 ７７，０００千円

地籍調査及び水源林の境界明確化

森林整備地域活動支援事業 ６０，１２０千円

森林経営計画作成促進、作業路の修繕等に対する助成

緑の保全事業 ５５，０００千円

☆ 林地残材となる小径材、曲材、短材などの利用促進（個人事業者の追加）
間伐、枝打ち、間伐材利用促進

林道改良事業 １６，６６０千円

駄吉線

林道開設事業 １３，６００千円

林道八幡高山線宮・高山区間

森林被害対策事業 ４，０００千円

カシノナガキクイムシなどの調査、駆除、予防

☆ 繁殖牛舎建設支援事業 ２０，０００千円

繁殖牛舎・堆肥舎建設に対する助成
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優良飛騨牛固定推進事業 ４１，１７０千円

優良雌牛保留導入・増頭対策に対する助成

飛騨食肉センター運営費助成事業 ４２，５１０千円

ＢＳＥ対策、肉豚出荷等に対する助成

家畜改良推進事業 ９９０千円

☆ 畜産振興アドバイザーの設置

飛騨牛ブランド振興事業 １，０００千円

飛騨牛の販売促進に対する助成

道の駅管理事業 ６７，７７４千円

物産宣伝推進事業 １６，０００千円

飛騨高山展の開催

商店街機能強化事業 １９，２００千円

空き店舗対策
商店街駐車場の利用促進
飛騨高山サマーフェスティバル
商店街電灯料に対する助成
商店街街路灯改修に対する助成（ＬＥＤ照明化の促進）
リバーサイド修景整備に対する助成

中心市街地活性化事業 １１，７００千円

空き店舗対策（家賃助成）、シースルーシャッター等設置に対する助成
まちなか活性化イベント

まちなか居住推進事業費 ６０，０００千円

定住促進のための住宅改修に対する助成
市と提携した集合住宅入居者に対する家賃助成

地場産業活性化奨励事業 ８，３００千円

飛騨の家具フェスティバル、飛騨のクラフト展

伝統的工芸品産業振興 ４４，３２４千円

☆ 「飛騨高山の名匠」の認定
伝統的工芸品産業組合に対する助成
伝統的工芸品産業後継者育成
伝統的工芸品産業振興貸付金
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飛騨高山ブランド振興対策事業 １２，０００千円

新商品開発、見本市出展等のブランド展開に対する助成
☆ 地酒など地場産品の消費拡大に向けた取り組みに対する助成

企業誘致対策事業 １８１，５６６千円

企業立地に対する助成
県内都市と連携した企業展出展による誘致活動

産学官連携等促進事業 ２，０００千円

産学官連携・異業種交流による研究、開発に対する助成

若者定住促進事業 ４５，０００千円

３５歳未満のＵＩＪターン就職者に対する家賃助成

学卒者等支援事業 ９３０千円

新卒高校生向け「就職ガイダンス」の開催

職業紹介所設置事業 ２，９０４千円

庁内各部局、ワークサロンたかやま等と連携した就労相談

融資対策事業（預託金、保証料補給金、利子補給金） ２，０６０，００４千円

☆ 景気対策として利子補給期間を延長（平成２６年度末まで）
創業支援事業
産業活性化・経営合理化支援事業
中小企業子育て・環境保全推進支援事業
中小企業融資（小口融資）
中小企業融資（設備近代化融資）
中小企業経営安定特別資金
創業支援資金
小規模事業者経営改善資金貸付利子補給
勤労者生活安定資金
勤労者住宅資金
育児介護休業資金
新規就農者支援資金利子補給
農業経営基盤強化資金利子補給
農業経営安定資金利子補給
経済変動対策支援事業（震災枠）
経営環境変化資金貸付利子補給（震災枠）
水洗便所等改造資金
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4 「ゆたかさ」のあるまちをめざして

○ 教育文化対策

外国青年（英語指導助手）招致事業 ５１，２５２千円

英語指導助手　１１人

教育研究所運営事業 １９，１２９千円

岐阜大学、岐阜女子大学との連携による機能強化
であい塾児童生徒送迎
不登校児童生徒教育相談
幼保小連携事業

特別支援教育推進事業（障がい児等看護支援事業）（再掲） １，０２０千円

医療行為を必要とする障がい児等の学校活動に対する支援
医療行為を必要とする障がい児等のショートステイ等に対する支援

心の教育推進事業 ４４，９００千円

保健相談員の増員

学校図書整備事業 ７１，６００千円

学校図書購入

小・中学校パソコン教育推進事業 ２８，６８０千円

教育用情報システム更新

特色ある学校経営推進事業 ８，２００千円

各小中学校の特色を活かした学校活動に対する助成

外部講師活用事業 ３，７００千円

外部講師の活用による授業の充実

☆ 私学振興事業 ５，０００千円

高山自動車短期大学の学生募集に対する助成

☆ 小中学校大規模改修事業 ４７４，０００千円

国府小学校校舎
松倉中学校校舎

スクールバス購入事業 ２２，０００千円

市民文化会館整備事業 ３４，０００千円

市民文化会館大ホール空調設備改修ほか
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図書館運営事業 １６５，５９０千円

煥章館、分館の運営

☆ 飛騨春慶弦楽器のコンサート開催 ３，０００千円

文化芸術振興事業 ５７，２００千円

芸術鑑賞事業
子ども夢創造事業（文化芸術ワークショップの開催ほか）
市美術展覧会の開催
飛騨高山ＹＡＮＳＡ２１フェスティバル

☆ 文化振興事業支援補助金
☆ 市展、飛騨高山現代木版画ビエンナーレ

飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会による事業の実施

文化財保護事業 １５２，１３８千円

伝統的建造物群保存地区の修理、防災対策
高山祭屋台等保存修理
世界文化遺産登録に向けた取り組み
広瀬城跡、松倉城跡の調査
歴史街道の整備（越中街道）
ふるさと伝承記録

☆ 国指定文化財保存修理
市指定文化財保存修理

☆ 伝統的建造物耐震化マニュアル技術者講習会
高山祭屋台保存技術継承者育成等に対する助成

市史編さん事業 １０，７６４千円

資料収集、執筆
市史発刊

飛騨高山まちの博物館事業 ４５，２６６千円

飛騨高山まちの博物館管理運営、特別展開催

生涯学習推進費 １２，２５０千円

生涯学習講座の開催
子ども夢創造事業（ノーベル賞受賞者「小柴昌俊氏講演会」の開催ほか）
特色あるコミュニティ活動に対する助成
家庭教育充実事業

スポーツライフ推進事業費 ５，０００千円

子ども夢創造事業（トップアスリートの招へいほか）

体育施設維持管理費 １７９，８８９千円

体育施設の維持管理

高地トレーニング強化拠点施設活用事業 ２３，８６２千円

☆ 専任スタッフの配置
☆ トップアスリートに対する医科学サポート　ほか
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体育施設改修整備事業 ２７，０００千円

☆ 中山公園陸上競技場備品購入ほか

市民活動支援事業 ６８，１９５千円

☆ 協働のまちづくりモデル事業に対する助成
町内会防犯灯の改修等に対する助成
町内会運営費・外灯料に対する助成
市民活動支援、地域力向上講座

男女共同参画社会推進事業 １，３４１千円

ワークライフバランスの推進

国内姉妹友好都市提携事業 １，５７０千円

人権啓発事業 ５，２６８千円

☆ 平和に対する意識の普及啓発

国際交流事業 ３１，２６８千円

☆ 自治体職員協力交流（中国、ウルバンバ郡）
市民海外派遣、国際交流員招致
デンバー研修医派遣

学校給食機器整備事業 １６，０００千円

5 個性あるまちをめざして

○ 地域振興対策

地域振興特別事業 ６４７，２４６千円

各地域の特性保持及び地域振興のための事業
　（丹生川）飛騨にゅうかわ宿儺まつり　ほか
　（清見）ひだ清見お帰りキャンペーン事業　ほか
　（荘川）荘川の里整備事業　ほか
　（一之宮）臥龍桜日本画大賞展　ほか
　（久々野）道の駅整備事業　ほか
　（朝日）道の駅整備事業　ほか
　（高根）冬季高齢者住宅開設事業　ほか
　（国府）観光施設整備事業　ほか
　（上宝）奥飛騨温泉郷ウインターキャンペーン　ほか

地域要望対応事業
　小修繕など地域要望に対し迅速に対応

地域振興事業補助金
　地域住民が主体的、自主的に取り組む事業に対する助成
　アンテナショップ運営費助成

※事業費ベース
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移住交流促進事業 １８，２００千円

ふるさと暮らし・移住促進事業補助金
　市内へ移住する都市住民の家賃・空家改修に対する助成

ふるさと体験住宅の活用
　就業体感ツアー、移住体感ツアー
　ふるさと暮らし・就農移住相談会の開催

移住者就農支援補助金
　就農研修期間中の生活費支援（月額１０万円）

地域振興事業 ７，３９５千円

地域審議会の開催
☆ 合併１０年記念事業

6 行政改革の推進

○ 市民参画

議会広報の発行（再掲） ７，６５０千円

広報たかやまの発行（再掲） ３４，０００千円

政策検討市民委員会 ３００千円

市民と市長の対話集会 ５０千円

○ 行財政運営

第七次総合計画後期基本計画の推進
☆ 第八次総合計画の策定

第５次高山市行政改革大綱に基づく行政改革の推進

人件費の削減
　行政組織の見直し
　給与制度の見直し
　定員適正化計画の推進
　民間への委託等の推進
指定管理者制度の活用
公共工事等コストの縮減
その他の行政改革
　事務事業の見直し
　情報公開推進
　職員研修・人事交流の充実
☆こころの健康診断（メンタルヘルスチェック）の実施

適正な財政運営

地方債残高の計画的な削減
中期財政計画に基づく計画的財政運営
バランスシート、行政コスト計算書等の活用
財政健全化法に基づく財政指標の公表
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平成２６年度　高山市当初予算「新規・拡充事業」

【新たな協働のまちづくり】 ［市民活動推進課］

　協働のまちづくりモデル事業に対する助成 16,000千円

　　花里地域、一之宮地域

【公共事業の確保】

　橋りょう長寿命化対策、町内要望に対応した道路修繕などの

　積極的実施ほか（繰越事業含む） 8,090,000千円

【誘客の推進】 ［海外戦略室］

　外国人観光客受入体制の充実 13,130千円

　　無料Ｗⅰ－Ｆｉ環境の整備

　　外国語観光ホームページモバイル版の作成

　　外国人観光客観光ガイドの配置

［観光課］

　中部山岳国立公園指定８０周年記念誘客事業 5,000千円

　北陸新幹線開業、高山本線全線開通８０周年記念事業 10,100千円

　新穂高センターの開設 4,530千円

【産業の振興】 ［商工課］

　「飛騨高山の名匠」の認定 1,424千円

　　優れた技術と経験を有するものづくり職人を認定

　飛騨高山展の開催 17,280千円

　地酒など地場産品の消費拡大に向けた取り組み 2,000千円

　　利き酒大会等の消費拡大イベントの開催

［農務課］

　市場開設４０周年記念事業の開催 1,000千円

　新規就農者等育成支援事業 73,500千円

　　４５歳未満の独立、自営就農者に対する助成（要件緩和）

　農作物獣害防止対策事業費 42,000千円

　　捕獲に対する報奨金

［畜産課］

　畜産振興アドバイザーの設置 360千円

　飛騨牛の販路拡大、販売促進事業に対する助成 1,000千円

　繁殖牛舎、堆肥舎の建設に対する助成 20,000千円

　　補助率１/２　　限度額　牛舎５００万円　堆肥舎２５０万円

市民参画 

景 気 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 
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【環境政策の推進】

　自然エネルギー利用日本一に向けた取り組み ［環境政策推進課・農務課］

　　産学官連携による自然エネルギー活用「飛騨高山モデル」の構築 2,000千円

　　小水力発電施設の整備（荘川中央用水） 3,000千円

　優れた自然資源の積極的活用 ［環境政策推進課］

　　飛騨山脈のジオパーク登録に向けた取り組み 1,500千円

　　白山エコパークのユネスコ登録継続に向けた取り組み 500千円

　防災拠点施設への新エネルギー設備の導入 170,000千円

　　太陽光発電システムと蓄電池の設置（指定避難所５施設）

　電気自動車急速充電器の整備 12,000千円

　　　

　自然エネルギー利用の普及啓発 5,000千円

　クリーンエネルギー自動車の導入 ［管財課］

　　プラグインハイブリッド車６台 2,250千円

　林地残材となる小径材、曲材、短材などの利用促進 ［林務課］

　　個人事業者の間伐材集運に対し１㎥あたり３千円を助成 1,000千円

　木育の推進 ［子育て支援課］

　　こどもが木に触れながら育つ環境整備（木製おもちゃの購入） 1,000千円

【美しい景観の保全・創出】 ［都市整備課］

　景観重要建造物（登録有形文化財）の修景に対する助成 5,000千円

　　補助率２/３　限度額５００万円

　市街地景観保存区域内の建造物修景等に対する助成 10,000千円

　　補助率２/３　限度額２００万円

　伝統構法木造建築物の耐震診断、耐震補強工事に対する助成 5,100千円

　　耐震診断　補助率１０/１０　限度額３０万円

　　耐震補強　補助率１０/１０　限度額１８０万円

　松倉城址からのまちなみ眺望確保 4,500千円

　市街地景観保存区域等における生け垣、看板等の設置に対する助成 3,300千円

　　生けがき等設置　　　　　　　補助率２/３　限度額１８万円

　　景観にふさわしい看板設置　　補助率２/３　限度額１８万円

　　板塀等の設置　　　　　　　　補助率２/３　限度額６０万円

　まちかどスポットの整備 10,000千円

環 境 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 
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【文化芸術の振興】 ［生涯学習課］

　飛騨春慶弦楽器コンサートの開催 3,000千円

　子ども夢創造事業 2,500千円

　　東京藝術大学との連携によるワークショップ、ジョイントコンサートの開催

　　ノーベル賞受賞者「小柴昌俊氏講演会」の開催

　飛騨高山文化芸術祭を契機とした文化芸術活動に対する支援 6,000千円

【文化財の保存・継承】 ［文化財課・観光課］

　国指定文化財保存修理 64,000千円

　　照蓮寺本堂の保存修理に対する助成

　　飛騨民俗村旧田中家保存修理

　伝統構法木造建築物耐震化マニュアル技術者講習会 500千円

【防災対策の推進】

　消防デジタル無線の整備（平成２５年度繰越事業） ［消防］

　　消防デジタル無線、通信指令台の整備 1,100,000千円

　道路施設の安全対策（平成２５年度繰越事業） ［建設課・維持課］

　　橋りょう、トンネルの安全点検、応急措置等の実施 25,000千円

　　道路舗装のデータ取得と解析、修繕計画の策定

　耐震診断義務化建築物に対する助成 ［都市整備課］

　　不特定多数の者が利用する大規模建築物　補助率５/６ 10,000千円

【福祉・子育て給付金】 ［福祉課］

　臨時福祉給付金の給付 200,000千円

　　市民税が課税されない人を対象　１０，０００円

　　老齢基礎年金等受給者には５，０００円を加算

　子育て世帯臨時特例給付金の給付 ［子育て支援課］

　　児童手当受給者を対象　１０，０００円 120,000千円

【少子化対策の推進】

　特定不妊治療にかかる資金融資に対する利子補給 ［健康推進課］

　　利子補給期間　３年間　実質無利子化 100千円

［子育て支援課］

　保育士研修による療育支援体制の充実 380千円

　保育士の処遇改善
　　私立保育所が行う保育士等の処遇改善に対する助成 32,000千円

　岡本保育園１３時間保育の実施 2,600千円
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【情報化の推進】

　情報通信基盤整備に対する助成 ［地域政策課］

　　市域全域へのＣＡＴＶ・インターネット環境の整備に対する助成 500,000千円

　情報技術の高度利用、市民サービスの充実 42,080千円

　　諸証明書コンビニ交付サービスの開始 ［市民課］

　　市行政・観光ホームページの再構築 ［企画課］

【教育・スポーツの振興】

　私学振興助成の充実 ［教育総務課］

　　高山自動車短期大学が行う学生募集経費に対する助成 5,000千円

　小中学校大規模改修事業 489,907千円

　　国府小学校校舎（継続費）

　　松倉中学校校舎（継続費）

　高地トレーニング強化拠点施設活用事業 ［スポーツ推進課］

　　専任スタッフの配置、トップアスリートに対する医科学サポート　ほか 23,862千円

【駅周辺土地区画整理事業】

　高山駅東西自由通路及び橋上駅舎の整備 ［駅周辺整備課］

　　全体事業費　約４２億円　（平成２８年度供用開始予定） 781,116千円

【街路整備事業】 ［建設課］

　街路西之一色花岡線、高山駅東口線の整備 779,917千円

【行政改革の推進】
　指定管理者制度の導入 ［総務課・観光課］

　　公文書館、飛騨高山観光案内所 15,280千円

　こころの健康診断 ［総務課］

　　職員のメンタルヘルスチェックを実施 1,200千円

　総合行政情報システムの導入 50,000千円

　飛騨高山ふるさと寄附金納付方法の拡大 ［企画課・財政課］

　　オンライン決済システムの導入（クレジットカード、コンビニ納付） 800千円

【その他】

　合併１０年記念事業 ［地域政策課］

　　９２，０００人からのビデオレターほか 2,400千円

［市民活動推進課］

　平和に対する意識の普及啓発 4,000千円
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