
平成２３年度予算のポイント

　平成２３年度予算は、「新しい高山を創る」最初の年間予算です。活力があ 

り、住みやすく、自立した高山市を創るため、それぞれの項目に十分配慮した 

予算としています。

　予算編成の基本方針としては、高山市第七次総合計画後期計画に定める、本 

市の将来都市像である“やさしさと活力にあふれるまち「飛騨高山」”の形成 

を目指し、やさしさとゆたかなこころに包まれながら、多くの交流人口や活発 

な産業活動によるにぎわいのもと、子どもからお年寄りまで誰もがすみよさを 

実感し、元気で、安全で、安心して暮らすことのできるまちとなるよう、具体 

的な事業を定めた実施計画を基本としながらも、社会経済情勢の変化に対応し 

たメリハリのある予算、また、各種施策のバランスに配慮した予算としました。

　今回は、人口減少や少子化社会の到来を踏まえた子どもを生み育てやすい環 

境づくり、子どもからお年寄りまで誰もが健康でいきがいをもって暮らすこと 

ができる保健予防や安心できる医療の体制づくり、地球温暖化対策や生物多様 

性保全に配慮した環境対策、教育環境の整備、防災対策、文化振興、地域振興、 

行政情報の公開などを重点に予算を充実しました。

　特に、積極的な海外戦略や誘客対策などにより観光や産業を活性化させるた 

め、海外戦略室を設け、海外に対してさまざまな施策を行うほか、危機管理室 

を設置し、防災だけでなく防疫やサイバーテロ対策などを含めた総合的な危機 

管理体制の強化を図ります。

　また、市民の皆様からのご意見やご要望にできる限り応えていくため、あら 

ゆる分野について目を配り、細かい施策を積極的に組み込んだ予算編成として 

おります。加えて、現下の厳しい経済情勢に配慮し、景気・雇用対策の予算に 

ついては、一層の重点配分としています。 

◎ 平成２３年度予算の概要 

○ 予算の全体像 
（単位：千円、％） 

本年度 前年度 対前年度増減 対前年度伸率 
46,300,000 46,500,000 △ 200,000 △ 0.4 
25,704,573 25,175,914 528,659 2.1 
2,210,311 1,953,297 257,014 13.2 
74,214,884 73,629,211 585,673 0.8 

（歳出ベース） 

○ 一般会計は、前年度に比べ２億円、０．４％の減 

○ 特別会計は、前年度に比べ２．1％の増 

○ 企業会計は、前年度に比べ１３．２％の増 

区分 
一般会計 
特別会計 
企業会計 

計 

1



○ 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 
13,227,530 13,109,798 117,732 0.9 

580,000 580,000 0 0.0 
45,000 45,000 0 0.0 
15,000 14,000 1,000 7.1 
5,000 5,000 0 0.0 

960,000 880,000 80,000 9.1 
30,000 40,000 △ 10,000 △ 25.0 
150,000 189,000 △ 39,000 △ 20.6 
230,000 200,000 30,000 15.0 

14,700,000 14,300,000 400,000 2.8 
15,000 15,000 0 0.0 
438,764 470,303 △ 31,539 △ 6.7 
529,893 531,796 △ 1,903 △ 0.4 

4,808,878 4,358,071 450,807 10.3 
2,579,781 2,341,095 238,686 10.2 
364,568 331,233 33,335 10.1 
6,010 6,010 0 0.0 

1,523,948 2,535,898 △ 1,011,950 △ 39.9 
100,000 100,000 0 0.0 

3,320,628 3,431,596 △ 110,968 △ 3.2 
2,670,000 3,016,200 △ 346,200 △ 11.5 
46,300,000 46,500,000 △ 200,000 △ 0.4 

○ 市税は、Ｈ２２の収入見込みにあわせ０．９％の増 

個人市民税　約１．３億円の増、　法人市民税　約０．４億円の増 

○ 地方交付税は国の交付税特別枠「地方再生対策費」や「雇用対策・地域資源活用 
推進費」の継続等により２．８％の増 

普通交付税　１３５億円、　特別交付税　１２億円 

○ 財政調整基金からの繰入金は、財源不足に対応するため増額 

Ｈ２２　３億円　　→　Ｈ２３　８億円 

○ 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　 ２６．７億円 

市債 

計 

使用料及び手数料 

国庫支出金 

県支出金 

利子割交付金 

配当割交付金 
株式等譲渡所得割交付金 

自動車取得税交付金 

交通安全対策特別交付金 

諸収入 

寄付金 

繰入金 

財産収入 

分担金及び負担金 

区分 

地方特例交付金 

地方交付税 

地方譲与税 

地方消費税交付金 

ゴルフ場利用税交付金 

市税 

繰越金 
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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 

426,723 389,168 37,555 9.7 

5,979,398 6,572,807 △ 593,409 △ 9.0 

11,566,835 10,881,997 684,838 6.3 

2,989,640 2,723,023 266,617 9.8 

2,352,620 2,316,356 36,264 1.6 

4,606,765 4,834,930 △ 228,165 △ 4.7 

5,386,624 6,094,722 △ 708,098 △ 11.6 

1,559,301 1,480,720 78,581 5.3 

5,012,091 4,224,481 787,610 18.6 

6,370,003 6,931,796 △ 561,793 △ 8.1 

50,000 50,000 0 0.0 

46,300,000 46,500,000 △ 200,000 △ 0.4 

○ 総務費は、国府支所建設事業費の減等により９．０％の減 

○ 民生費は、子ども手当（児童手当）の増等により６．３％の増 

○ 衛生費は、感染症対策事業の増等により９．８％の増 

○ 土木費は、総合交流センター建設事業費の減等により１１．６％の減 

○ 教育費は、学校改築事業費と岐阜国体開催事業等の増により１８．６％の増 

○ 公債費は、市債の抑制や繰上償還の実施効果により８．１％の減 

消防費 

公債費 

区分 

総務費 

議会費 

民生費 

衛生費 

農林水産業費 

教育費 

商工費 

土木費 

予備費 

計 
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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 

21,133,210 21,130,093 3,117 0.0 

7,841,995 7,860,515 △ 18,520 △ 0.2 

6,921,212 6,337,782 583,430 9.2 

6,370,003 6,931,796 △ 561,793 △ 8.1 

6,633,789 7,803,141 △ 1,169,352 △ 15.0 

18,533,001 17,566,766 966,235 5.5 

6,552,327 6,004,569 547,758 9.1 

244,240 220,860 23,380 10.6 

4,152,981 3,584,945 568,036 15.8 

697,968 693,471 4,497 0.6 

126 186 △ 60 △ 32.3 

2,655,000 2,895,000 △ 240,000 △ 8.3 

4,180,359 4,117,735 62,624 1.5 

50,000 50,000 0 0.0 

46,300,000 46,500,000 △ 200,000 △ 0.4 

○ 義務的経費は、ほぼ前年並 

人件費は行政改革大綱に基づく職員数の削減等により０．２％の減 

職員数　　９６９人（Ｈ22当初）　→　９５０人　　△１９人 

扶助費は、子ども手当（児童手当）の増等により９．２％の増 

公債費は、市債の抑制や繰上償還の実施効果により８．１％の減 

市債残高　約８８５億（Ｈ22末見込）　→　約８３８億（Ｈ23末見込） 
（全会計） 

○ 投資的経費は、国府支所庁舎や総合交流センター建設事業費の減により１５．０ 
％の減 

○ 一般行政経費は、経費の縮減を図ったものの、補助費等の増により５．５％の増 

計 

人件費 

扶助費 

区分 

義務的経費 

積立金 

投資及び出資金 

貸付金 

繰出金 

補助費等 

その他 

維持修繕費 

公債費 

投資的経費 

一般行政経費 

物件費 
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○ 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 

10,459,000 9,940,739 518,261 5.2 

681,500 666,222 15,278 2.3 

3,373,000 3,703,603 △ 330,603 △ 8.9 

49,000 49,168 △ 168 △ 0.3 

425,400 434,876 △ 9,476 △ 2.2 

738,000 692,526 45,474 6.6 

680,300 749,330 △ 69,030 △ 9.2 

8,207,800 7,819,468 388,332 5.0 

33,673 29,442 4,231 14.4 

106,900 26,203 80,697 308.0 

950,000 965,892 △ 15,892 △ 1.6 

0 2,931 △ 2,931 皆減 

0 95,514 △ 95,514 皆減 

25,704,573 25,175,914 528,659 2.1 

○ 国民健康保険事業（事業勘定）は保険給付費、後期高齢者支援金等の増により 
５．２％の増 

○ 下水道事業は管きょ布設事業、水洗化資金融資預託金の減により８．９％の減 

○ 介護保険事業（保険事業勘定）は保険給付費の増により５．０％の増 

○ 観光施設事業はスキー場事業の統合により３０８.０％の増 

地方卸売市場事業 

学校給食費 

観光施設事業 

スキー場事業 

後期高齢者医療事業 

農業集落排水事業 

簡易水道事業 

介護保険事業 
（介護サービス事業勘定） 

区分 

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 

計 

老人保健医療事業 

介護保険事業 
（保険事業勘定） 

5



平成２３年度重点事業 

☆は、新規・拡充事業 

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 ３４８，０００千円 

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 １１７，２５５千円 

☆ 特定不妊治療に対する助成 
助成額を１回あたり１０万円から３０万円に拡充 

☆ 妊婦健康診査に対する助成 
歯科検診のほか検査項目の充実 

☆ 妊婦栄養支援事業の新設 
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） 

子育て支援金支給事業 １００，０００千円 

第１子、第２子は100千円　第３子以降は200千円を支給 

ブックスタート事業 ２，０００千円 

乳幼児に絵本の配付（４か月健診、１歳６か月健診の２回） 

子ども手当給付事業 ２，１５９，０００千円 

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20,000円、３歳以上月額13,000円 

児童扶養手当給付事業 ３４７，７００千円 

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 

障がい児等看護支援事業 １，４５０千円 

医療行為を必要とする障がい児等のショートステイに対する支援 
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 ５０，３６３千円 

障がい児通園施設の運営（あゆみ学園ほか） 
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 

つどいの広場事業 ８，６７０千円 

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 
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留守家庭児童対策事業 ５５，１８０千円 

１５教室 
☆ 開設時間の延長、長期休暇開設日数の拡大 

☆ 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夏休み体験学習 

母子家庭就業支援事業 ４，４００千円 

☆ 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 ６，７１１千円 

園庭開放、託児ボランティア団体助成、乳幼児家庭教育 
地域子育て創生事業（地域子育てスタッフの育成ほか） 

保育園施設整備 ９，０００千円 

☆ 宮保育園改修 

保育料軽減事業（公立、私立） ５３３，６６４千円 

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 ５３３，６６４千円 

☆ 通園バス事業 １１，５００千円 

公立保育園バス更新１台、私立保育園通園バス購入費助成１台 

乳幼児保育等助成事業 ２５，０００千円 

無認可保育所における保育料の軽減、乳幼児保育、延長保育、障がい児 
保育等に対する助成 

私立幼稚園就園奨励助成事業 ５４，７００千円 

保育料の軽減 

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 ６，０００千円 

病院内保育施設の運営に対する助成 
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○ 健康・福祉対策 

高齢者福祉事業 ２２７，９２５千円 

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 
介護保険料助成事業 
地域乗合バス利用費補助金 
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 

地域支援事業 
通所型介護予防事業 
高齢者短期宿泊事業 
老人ホームヘルプ付加サービス事業（軽度生活支援事業） 
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 
徘徊高齢者検索事業 
成年後見制度利用支援事業 
日常生活用具給付事業 
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 

老人福祉施設整備事業 ２３，５００千円 

☆ 向陽園施設整備 

自立支援給付等利用者負担助成事業 ４，１００千円 

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 

通所サービス利用促進事業 ２１，１００千円 

障がい者通所施設の送迎サービスに対する助成 

障がい者地域福祉活動促進事業 ３，６６０千円 

☆ 重度障がい者タクシー利用費に対する助成 
福祉機器購入等に対する助成 
身体障がい者介助犬飼育費に対する助成 
重度身体障がい者介助用自動車購入等に対する助成 

障がい者生活支援事業 ２３，０９０千円 

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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地域生活支援事業費 ５７，５４０千円 

障がい者移動支援、障がい者居宅生活支援相互利用 
身体障がい者訪問入浴、障がい者福祉ホーム運営、日常生活用具給付 
障がい者自動車改造費・運転免許取得費に対する助成 
リフトバス運行事業負担金 

☆ 社会福祉協議会のリフトバス（あおぞら号）購入費に対する助成 
地域活動支援センター機能強化、日中一時支援、手話通訳者等養成 

障がい福祉サービス給付事業 １５５，５００千円 

就労継続支援サービス等に対する支援 

温泉保養施設利用助成事業 ２５，０００千円 

☆ 対象施設を公募により拡大 
利用料金の半額、20回分を助成 

相談所設置事業 １９，９２７千円 

☆ 市民生活総合相談窓口の新設 
☆ 出会いイベント等実施による結婚相談・支援の充実 
☆ 消費生活相談の充実 

女性保護事業 ２，９０９千円 

☆ ＤＶ予防啓発事業の拡充 

保健予防事業 ２４３，１３１千円 

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）
　☆働く世代への大腸がん検診（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） 

予防接種事業 ３９０，７８４千円 

集団接種、個別接種 
☆ 小児用肺炎球菌、ヒブ、子宮頸がん予防接種の無料化 

医師確保等支援事業 １２７，０００千円 

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 

☆ 病院施設整備に対する助成 
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 

小児夜間初期救急診療運営費助成事業 ２，９４０千円 

小児救急患者の夜間初期診療に対する助成 
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２４時間電話医療相談事業 ７，９００千円 

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 １１，１４０，５００千円 

保険給付事業、保健事業 
直営診療所の運営 

☆ 清見診療所改築設計ほか 

介護保険事業 ８，２４１，４７３千円 

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 １，６３２，６４１千円 

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 

☆ 健康診査受診券の全員発送 

○ バリアフリー対策 

安全・安心・快適なまちづくり事業 １０，０００千円 

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 ２４５，０００千円 

☆ 歩車共存型道路整備、歩道整備、小中学校校舎・公衆便所等バリアフリー化、 
誘導ブロック融雪システム・知らせるあかりシステム整備 

手話通訳者等養成事業（再掲） １，３００千円 

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 １８，７００千円 

地上デジタル放送受信環境の整備 

電子市役所推進事業 ３３６，６８５千円 

総合行政事務電算委託 
住民情報システム改修 
インターネット情報画面作成 

☆ 議会の公開 ４７，６２０千円 
議会広報の充実　発行回数の増、ページ数の増 
議会のテレビ放映の拡充 
議場、全員協議会室のカメラ、マイクの整備 

多様な媒体を活用した情報発信 ５４，５００千円 

☆ 広報たかやま発行ページ数の増 
CATV放送番組の制作 

○ 防災・安全対策 

☆ 危機管理室の設置 

危機管理部門を強化 

災害対策事業 ９６，０１５千円 

総合防災訓練、防災備蓄物資・備品購入 
防災ヘリコプター借上 
災害避難情報配信サービス（エリアメール）の導入 
ＦＭ放送受信環境整備に対する助成 

☆ 災害情報システムの導入 
自動起動防災ラジオの設置に対する助成 

橋りょう耐震補強事業 １００，０００千円 

猪之鼻橋、三駄谷橋、若宮橋 

☆ 小中学校改築事業 １，４０９，９０５千円 

東小学校校舎改築、江名子小学校屋体改築 
北稜中学校校舎改築、宮中学校グラウンド整備 

建築物耐震診断事業 １１，０００千円 

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 
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建築物耐震補強工事促進事業 ４５，０００千円 

住宅等の耐震補強工事に対する助成 
耐震シェルター設置に対する助成 

除雪対策事業 ４４０，３８０千円 

道路・歩道除雪 
除雪機購入に対する助成 
流雪溝設置（本町神田１号線ほか） 
凍結防止剤散布装置設置 

子どもの安全対策事業 ５，５００千円 

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 １２７，６００千円 

☆ 通信指令システム改修 
☆ 高規格救急車更新　１台 

消防団車両更新　３台 
消防団車庫整備（２ヶ所） 
耐震性防火水槽設置　２基 

☆ 自主防災組織用消防ホース更新 

○ 道路・交通対策 

駅周辺土地区画整理事業 ３３５，０４６千円 

花里本母線道路工事、補償ほか 

街路整備事業 ６７８，９０６千円 

街路昭和中山線 
街路西之一色花岡線 

道路橋りょう維持修繕事業 ４４２，５００千円 

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 ３２，０００千円 

防護柵、道路反射鏡、区画線、交差点照明整備ほか 

12



道路新設改良事業 ８２５，３０４千円 

塩屋見座線 
下林下岡本線 
千島松本線 
花岡上岡本線（第二校踏切） 
千島線 
昭和3号線ほか 
花本線 
上切中切2号線 
松之木34号線 
西岡本線 
駅前南北線 

☆ 内環状道路網調査業務　ほか 

☆ バス運行事業 ２８３，０３５千円 

のらマイカー、まちなみバスの運行 
路線バス運行維持費に対する助成 

駐車場管理費 ４７，９８７千円 

☆ 天満駐車場管理システム改修ほか 

○ 自然・生活環境対策 

地球温暖化対策事業 ２１０，７７３千円 

東京都千代田区・港区などの都市との交流 
ペレットストーブ、ペレットボイラー、ペレット燃料等の購入に対する助成 
環境共生型住宅の普及啓発 
地域産材を利用した住宅建築等に対する助成 
屋根の遮熱塗装に対する助成 
公共施設の緑化推進 

☆ 公用車に電気自動車を導入 

☆ 電気自動車急速充電施設の整備 

☆ 太陽光発電補助金の新設 

☆ 屋根遮熱塗装事業補助金の拡充 

生物多様性保全推進事業 １６，８５５千円 

乗鞍山麓五色ヶ原の森を活用した自然学習の推進 
インタープリターアカデミーへの支援 
自然環境の保全 

☆ いきものジャパン・サミット 
☆ 生物多様性保全プロジェクト（地域経済と共生するいのちの森づくり） 

生活環境保全事業 ４４，１６８千円 

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 
アスベスト含有調査、除去対策に対する助成 

13



緑地保全事業 １１１，８００千円 

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

景観保全事業 ８，４９２千円 

生けがき等設置に対する助成 
一般開放型施設整備への助成 
景観に配慮した板塀等の設置に対する助成 

自然公園管理・保護事業 ７４，０１１千円 

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 

公園整備・管理事業 １４０，５６１千円 

高山城郭の整備 
丹生川ダム周辺環境整備 

歴史的環境保全整備事業 ４７，８５４千円 

横丁整備（江名子川沿い散策路（人々の往来と出会いの場の創出）） 
スポット整備 

市営住宅管理事業 ９７，５３５千円 

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 ２３１，６００千円 

奥飛騨温泉郷簡易水道 
川上簡易水道 
一之宮簡易水道 
六厩簡易水道 
長倉簡易水道 

下水道管きょ建設事業 ２５１，７８３千円 

汚水管きょ布設 
奥飛騨温泉郷（神坂）ほか 

下水道処理施設改造事業 ２６９，１５０千円 

宮川終末処理場揚水ポンプ更新（H22-H23継続費） 
継続費 Ｈ22 50,000 

Ｈ23 120,000 
計 170,000 

☆ 宮川終末処理場１号送風機改修（H23-H24継続費） 
継続費 H23 18,000 

H24 30,000 
計 48,000 

☆ 汚泥掻寄機、汚泥移送ポンプ長寿命化工事 
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農業集落排水施設建設事業 ２２，８３１千円 

☆ 低コスト型農業集落排水施設機能診断調査 

公衆便所整備事業 １２，０００千円 

☆ 久々野駅前公衆便所整備 

浄化槽設置助成事業 ４０，０００千円 

集合処理計画区域外の設置に対する助成（市単独上乗せ補助） 

し尿処理施設管理事業 ２１９，１７０千円 

環境センター、久々野衛生センターの維持管理 

ごみ収集事業 ２７６，５５０千円 

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 １２７，２００千円 

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 ５９，０８０千円 

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 ４８０，０００千円 

ごみ処理施設整備基礎調査 
ごみ処理施設整備基金積立 

☆ 焼却施設の延命化対策（電気計装設備更新) 
継続費 Ｈ22 126,000 

Ｈ23 154,000 

計 280,000 
☆ ごみピットの増容量化工事 

上水道事業配水施設拡張事業 ２９７，４００千円 

☆ 錦山配水区域等再編整備 
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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） 

☆ 海外戦略室の設置 ３５，３５０千円 

海外に向けた誘客、販売促進活動の強化 
海外戦略推進費の新設 

☆ 国際観光推進事業 １２，６００千円 

海外誘客キャンペーン(パリ、台湾ほか) 
海外エージェント等招へい 
ジャパンアルプス広域観光連携会議による誘客活動 
飛越地域海外誘客協議会による誘客活動 

観光宣伝推進事業 １３１，１１０千円 

観光パンフレット等の作成 
外国語パンフレットの作成 
飛騨観光宣伝協議会による観光宣伝活動 
グリーンツーリズムの推進 
旅フェアへの出展 

☆ 観光関係団体の観光宣伝事業等に対する助成 
☆ 観光情報提供システムの整備 

飛騨高山観光客誘致推進事業 １８，９００千円 

年間を通じた誘客イベント、キャンペーン 
☆ 飛騨高山ウルトラマラソンの開催に向けた取り組み 

コンベンション開催支援事業 １０，０００千円 

国際会議、コンベンション等の開催に対する助成 

首都圏等情報発信推進事業 ２０，４００千円 

飛騨高山東京事務所による首都圏誘客促進、情報発信 

観光施設管理運営事業 １６１，７３１千円 

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） 

☆ 新穂高周辺施設整備設計 

スキー場管理運営事業 １０７，９７４千円 

飛騨高山スキー場、モンデウス、アルコピアの管理運営 

水田営農推進対策事業 ８，５４０千円 

担い手農家の経営面積拡大に対する助成 
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農作物獣害防止対策事業 １１３，８６０千円 

☆ 鳥獣被害防止柵設置に対する助成　　
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 
☆ イノシシ等の捕獲、わな製作 
☆ 有害鳥獣捕獲報償金の拡充 

新規就農者等育成支援事業 ５，１４０千円 

☆ 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 

地域特産物振興事業 ４，０００千円 

発掘、育成、振興の各段階ごとに支援 

経営体育成支援事業 １７，０００千円 

認定農業者、新規就農者の農業用機械導入等に対する助成 

農業総合整備事業 ４１，１００千円 

遮光資材ネット等の導入に対する助成 
☆ 吉城トマト集約選果場整備に対する助成 

環境保全型農業支援事業 １０，６００千円 

☆ 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 
化学肥料や化学合成農薬等の使用を低減する営農活動に対する助成 

中山間地域等直接支払事業 １７８，２００千円 

急傾斜地 Ａ＝593.1ｈａ、緩傾斜地 Ａ＝705.8ｈａ 

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 
（農産物等の作付け、放牧利用ほか） 

農地・水保全管理事業 ３０，４６０千円 

農地、農業用施設の維持管理活動に対する支援 

県営土地改良事業 ２７，２１０千円 

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) 

農業用施設維持管理事業 ２８，２００千円 

☆ 林業振興の推進 ３，５００千円 

森林資源情報と地図情報をリンクした森林ＧＩＳの導入 

森林整備地域活動支援事業 ７５，１２０千円 

森林の現況調査、地域活動に対する支援 
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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 
間伐、枝打ち、間伐材利用促進 

林道改良事業 ２０，０００千円 

駄吉線 

林道開設事業 ４，５００千円 

林道八幡高山線宮・高山区間 

森林被害対策事業 ６，５００千円 

カシノナガキクイムシなどの駆除、予防 

☆ 繁殖牛舎建設支援事業 １５，０００千円 

繁殖牛舎建設費に対する助成 

畜産担い手育成総合整備事業 ７４，２９５千円 

飛騨御岳牧場（千町団地）の草地造成 

家畜改良推進事業 ２，０７０千円 

☆ 全国和牛能力共進会負担金 

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 ４３，５３０千円 

ＢＳＥ対策、肉豚出荷等に対する助成 

道の駅管理事業 ６０，７５３千円 

物産宣伝推進事業 １３，１２０千円 
☆ 特産品宣伝用ＤＶＤ作成 

飛騨高山展の開催 

商店街機能強化事業 ２３，５００千円 

商店街電灯料に対する助成 
飛騨高山サマーフェスティバル 
空き店舗対策（継続　ドリーミン、よって館、四つ葉トイレほか） 

☆ 商店街再構築整備（アーケード整備）への助成 
商店街駐車場の利用促進 
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 ２４，５２０千円 

空き店舗を活用してまちの縁側を開設 
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 
支所地域などの特産品を販売するアンテナショップ運営費助成 
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まちなか居住推進事業費 ４０，４００千円 

集合住宅の建設に対する助成 
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 １１，１５０千円 

飛騨・高山暮らしと家具の祭典、飛騨のクラフト展 

伝統的工芸品産業振興 ４３，１５０千円 

伝統的工芸品産業組合に対する助成 
☆ 飛騨春慶連合組合創立50周年記念事業に対する助成 

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 

飛騨高山ブランド振興対策事業 ６，０００千円 

地域団体商標登録制度を活用したブランド展開に対する助成 

企業誘致対策事業 ２０２，１６６千円 

企業立地に対する助成 
誘致活動の展開 

産学官連携等促進事業 ４，２８０千円 

産学官連携・異業種交流による研究、開発に対する助成 
大学連携事業（岐阜大学フェア） 

若者定住促進事業 ３３，０００千円 

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 ２，９５８千円 
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融資対策事業（預託金、保証料補給金、利子補給金） ３，０３４，５８８千円 

☆ 景気対策として利子補給期間を延長（Ｈ２２末 → Ｈ２３末） 
創業支援事業 
産業活性化・経営合理化支援事業 

☆ 中小企業福祉・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 
農業近代化資金利子補給 
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金 
水洗便所等改造資金 

☆ 緊急雇用創出事業 ２０１，５００千円 

一時的な雇用・就業機会の創出 
雇用を継続している事業者に対する助成 
失業者等を新たに正規雇用した事業者に対する助成 
離職により住宅を失った離職者等への支援 
事業所理由による離職者に対する国保料の軽減 

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 ５１，４２９千円 

英語指導助手　１１人 

教育研究所運営事業 ２０，１６０千円 

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 

特別支援教育推進事業（障がい児等看護支援事業）（再掲） １，４５０千円 

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に対する支援 

心の教育推進事業 ３７，２００千円 

不適応児童生徒への個別指導・心に悩みをもつ児童・生徒等の心のケア 

学校図書室事業 ６９，０００千円 
☆ 学校図書室機能の充実（委託化） 

学校図書購入 

小・中学校パソコン教育推進事業 ６，１３０千円 
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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 

教育研究開発事業 ４，４００千円 

特別支援学級モデル事業の実施 

☆ 小中学校改築（耐震補強含む）事業（再掲） １，４０９，９０５千円 

東小学校校舎改築（H23-H24継続費） 
江名子小学校屋内運動場改築 
北稜中学校校舎改築（H23-H24継続費） 
宮中学校グラウンド整備 

小中学校改築(耐震補強含む)事業(※Ｈ22繰越事業） ３９５，５００千円 

国府小学校北舎耐震補強 
山王小学校屋内運動場耐震補強 
清見小学校屋内運動場耐震補強 
松倉中学校校舎耐震補強 
東山中学校校舎大規模改造 

スクールバス購入事業 １５，０００千円 

上宝地域 

☆ 学校給食センター本郷センター移転改修 ３１，０００千円 

市民文化会館整備事業 ５０，０００千円 

☆ 市民文化会館エレベーター・大小ホール吊物装置改修ほか 

図書館運営事業 １６５，７９０千円 

煥章館、分館の運営 

文化振興事業 ４３，２３６千円 

☆ 芸術鑑賞事業の拡充 
飛騨高山ＹＡＮＳＡ21フェスティバル、文化振興事業に対する助成 

☆ 文化振興事業支援補助金 

芸術文化振興への積極的な取り組み １１，９００千円 

☆ 飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会（仮称）の設置 
☆ 飛騨高山国際芸術祭の開催に向けた取り組み 
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文化財保護事業 ４２３，９７９千円 

下二之町大新町伝建地区の無電柱化 
伝統的建造物群保存地区の修理修景、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 
松倉城跡、高山城跡の調査 
郷土関係資料・図書の購入 
歴史街道の整備（江戸街道ほか） 
ふるさと伝承記録、祭礼復興事業 
文化財耐震対策方針策定 

☆ 市指定文化財保存修理 

市史編さん事業 ７，７３４千円 

資料収集、執筆 

☆ 飛騨高山まちの博物館事業 ４８，７１０千円 

飛騨高山まちの博物館新規オープン、特別展開催 

☆ 岐阜国体開催事業 ２１５，５００千円 

ぎふ清流国体冬季大会開催 
競技種目　ジャイアントスラローム、スペシャルジャンプ、クロスカントリー、
　　　　　　　コンバインド 
競技会場　飛騨ほおのき平スキー場、鈴蘭シャンツェ、
　　　　　　　鈴蘭高原クロスカントリーコース 

ぎふ清流国体競技別リハーサル大会開催 
競技種目　バスケットボール、ハンドボール、アーチェリー 

高地トレーニング強化拠点施設高機能化事業 ２６，９９６千円 

施設整備、高機能化備品購入ほか 

体育施設改修整備事業 ３０，０００千円 

☆ 国府B＆G海洋センタープール改修ほか 

スポーツライフ推進事業 ３，1００千円 

☆ ＦＣ岐阜との連携によるサッカー教室ほか 

市民活動支援事業 ２７，８４３千円 

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 １，９９１千円 

☆ ワークライフバランスの推進 

姉妹友好都市提携事業 ３，４４０千円 

☆ 松本市姉妹都市提携４０周年・第６０回たけふ菊人形関連事業 
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国際交流事業 ３３，１７９千円 

市民海外派遣 
姉妹友好都市交流（デンバー、麗江） 
国際交流員招致、自治体職員協力交流 
ルーマニア・シビウ市とのボランティアスタッフの交流 

国府支所建設事業 ２５０，０００千円 

生涯学習機能、文化交流機能を有した施設として整備 
継続費 Ｈ21 80,000 

Ｈ22 1,320,000 
Ｈ23 250,000 
計 1,650,000 

町内会集会施設整備助成事業 １９，０００千円 

曙町、塩屋町 

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 ６８９，５９１千円 

各地域の特性保持及び地域振興のための事業 
（丹生川）丹生川ダム周辺環境整備事業　ほか 
（清見）ひだ清見お帰りキャンペーン事業　ほか 
（荘川）荘白川地域誘客促進事業　ほか 
（一之宮）臥龍桜日本画大賞展　ほか 
（久々野）久々野駅前公衆便所整備事業　ほか 
（朝日）氷点下の森氷祭り・クリスタルライブＩＮあさひ　ほか 
（高根）冬季高齢者集合住宅開設事業　ほか 
（国府）災害に強い地域づくり事業　ほか 
（上宝）奥飛騨温泉郷誘客キャンペーン推進事業　ほか 

地域再発見事業 
地域の魅力の再発見、地域資源の発掘を行う 

☆ 地域おこし協力員 
清見地域、荘川地域、久々野地域、朝日地域、高根地域へ各１名ずつ配置 

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（再掲） 

移住交流促進事業 １７，９１０千円 

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 
移住体験ツアー、就農体験ツアー、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） 

※事業費ベース 
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地域振興事業費 ４，９９５千円 

☆ 地域審議会の開催 
各支所地域での地域審議会開催回数を３回から５回へ 

6 行政改革の推進 

○ 市民参画 

☆ 議会広報の発行（再掲） ７，６２０千円 

☆ 広報たかやまの発行ページ数の増（再掲） ３３，０００千円 

☆ 政策検討市民委員会 １００千円 

市民と市長の対話集会 ５０千円 

○ 行財政運営 

☆ 市制75周年記念事業の開催 

第５次高山市行政改革大綱に基づく行政改革の推進 

☆ 行政改革推進委員会の開催回数拡大（事業仕分け等） 

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 
・ 市税コンビニ収納の実施 
・ 旅券発給事務 

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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