
平成２４年度予算のポイント

　平成２４年度予算につきましては、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、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、第七次総合計画後期計画を基本としながら、社会経済情勢の変化への対応と

各種施策のバランスに配慮した予算としました。

　特に自然エネルギー利用日本一の環境都市を目指すための環境政策の推進と、

海外とのつながりによる活気と誇りに満ちた国際都市「飛騨高山」を実現するた

めの海外戦略の推進に積極的に取り組むとともに、人口減少や少子化社会の到来

を踏まえた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、防災対策、教育環境の整備、地域

振興、行政情報の公開などに重点を置いて予算配分を行うことにより、一層の市

民の福祉の向上と活力ある住みやすい自立したまちの形成を図ることとしており

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むとともに現下の厳しい

経済情勢に配慮し、引き続き景気・雇用対策に取り組んでいくこととしておりま

す。

◎  平成２４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
45,300,000 46,300,000 △ 1,000,000 △ 2.2
25,678,098 25,704,573 △ 26,475 △ 0.1
2,361,600 2,210,311 151,289 6.8
73,339,698 74,214,884 △ 875,186 △ 1.2

（歳出ベース）

○ 一般会計は、前年度に比べ１０億円、２．２％の減

○ 特別会計は、前年度に比べ０．1％の減

○ 企業会計は、前年度に比べ６．８％の増

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

13,224,918 13,227,530 △ 2,612 0.0
580,000 580,000 0 0.0
34,000 45,000 △ 11,000 △ 24.4
15,000 15,000 0 0.0
5,000 5,000 0 0.0

920,000 960,000 △ 40,000 △ 4.2
27,000 30,000 △ 3,000 △ 10.0
150,000 150,000 0 0.0
60,000 230,000 △ 170,000 △ 73.9

15,200,000 14,700,000 500,000 3.4
15,000 15,000 0 0.0
458,795 438,764 20,031 4.6
518,254 529,893 △ 11,639 △ 2.2

4,569,332 4,808,878 △ 239,546 △ 5.0
2,742,448 2,579,781 162,667 6.3

373,531 364,568 8,963 2.5
6,010 6,010 0 0.0

1,264,028 1,523,948 △ 259,920 △ 17.1
100,000 100,000 0 0.0

2,706,684 3,320,628 △ 613,944 △ 18.5
2,330,000 2,670,000 △ 340,000 △ 12.7
45,300,000 46,300,000 △ 1,000,000 △ 2.2

○ 市税は、年少扶養控除の廃止や固定資産の評価替えによる影響を勘案し前年並

市民税　約３．３億円の増、　固定資産税　約３．６億円の減

○ 地方交付税は、実績及び平成２４年度地方財政計画を踏まえ３．４％の増

普通交付税　１４０億円、　特別交付税　１２億円

○ 地方特例交付金は、子ども手当特例交付金及び自動車取得税交付金の減収補填
のための地方特例交付金の廃止により７３．９％の減

住宅借入金等特別税額控除による減収補填のみ

○ 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　 ２，３３０，０００千円

寄付金

地方交付税

分担金及び負担金

交通安全対策特別交付金

使用料及び手数料

国庫支出金

区分

配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金

市税

自動車取得税交付金

ゴルフ場利用税交付金

地方特例交付金

地方譲与税

地方消費税交付金

利子割交付金

計
市債

県支出金

繰入金

繰越金

財産収入

諸収入
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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

335,342 426,723 △ 91,381 △ 21.4

5,930,890 5,979,398 △ 48,508 △ 0.8

11,708,969 11,566,835 142,134 1.2

2,854,971 2,989,640 △ 134,669 △ 4.5

2,388,803 2,352,620 36,183 1.5

4,149,982 4,606,765 △ 456,783 △ 9.9

5,179,942 5,386,624 △ 206,682 △ 3.8

1,568,659 1,559,301 9,358 0.6

4,770,012 5,012,091 △ 242,079 △ 4.8

160,000 0 160,000 皆増

6,202,430 6,370,003 △ 167,573 △ 2.6

50,000 50,000 0 0.0

45,300,000 46,300,000 △ 1,000,000 △ 2.2

○ 議会費は、議員年金掛金の減等により２１．４％の減

○ 総務費は、育英資金貸付基金積立金、住宅エコ推進事業費等が増となるものの
国府支所建設事業費の減等により前年並み

○ 民生費は、障がい福祉サービス事業費等が増となるものの、子ども手当の減等
により前年並み

○ 衛生費は、久美愛厚生病院建設事業補助金等が増となるものの、ごみ焼却施設
整備工事費の減等により４．５％の減

○ 商工費は、プレミアム付き商品券事業費等が増となるものの、融資預託金の減
等により９．９％の減

○ 土木費は、街路整備事業費の減等により３．８％の減

○ 教育費は、小学校改築事業費の減等により４．８％の減

○ 公債費は、市債の抑制や繰上償還の実施効果により２．６％の減

総務費

商工費

予備費

教育費

消防費

災害復旧費

区分

議会費

農林水産業費

民生費

衛生費

公債費

計

土木費
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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

20,903,320 21,133,210 △ 229,890 △ 1.1

7,594,684 7,756,485 △ 161,801 △ 2.1

7,106,206 7,006,722 99,484 1.4

6,202,430 6,370,003 △ 167,573 △ 2.6

6,110,459 6,633,789 △ 523,330 △ 7.9

18,286,221 18,533,001 △ 246,780 △ 1.3

6,245,707 6,552,327 △ 306,620 △ 4.7

247,170 244,240 2,930 1.2

4,432,806 4,152,981 279,825 6.7

695,389 697,968 △ 2,579 △ 0.4

131 126 5 4.0

2,109,000 2,655,000 △ 546,000 △ 20.6

4,506,018 4,180,359 325,659 7.8

50,000 50,000 0 0.0

45,300,000 46,300,000 △ 1,000,000 △ 2.2

○ 義務的経費は、１．１％の減

人件費は行政改革大綱に基づく職員数の削減等により２．１％の減

職員数　　９５０人（Ｈ23当初）　→　９２２人　　△２８人

公債費は、市債の抑制等により２．６％の減

市債残高　約８３５億（Ｈ23末見込）　→　約７８７億（Ｈ24末見込）
（全会計）

扶助費は、障がい福祉サービス事業費の増等により１．４％の増

○ 投資的経費は、国府支所庁舎や小中学校改築事業費の減により７．９％の減

○ 一般行政経費は、住宅エコ推進事業費やプレミアム付き商品券事業費等が増と
なるものの、経費の縮減のほか融資預託金の減等により１．３％の減

  その他

  繰出金

  積立金

  投資及び出資金

  貸付金

計

  補助費等

投資的経費

一般行政経費

  物件費

  扶助費

  維持修繕費

  公債費

義務的経費

  人件費

区分
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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

10,154,000 10,459,000 △ 305,000 △ 2.9

679,900 681,500 △ 1,600 △ 0.2

3,376,400 3,373,000 3,400 0.1

33,230 49,000 △ 15,770 △ 32.2

419,000 425,400 △ 6,400 △ 1.5

802,000 738,000 64,000 8.7

633,400 680,300 △ 46,900 △ 6.9

8,429,100 8,207,800 221,300 2.7

34,268 33,673 595 1.8

101,500 106,900 △ 5,400 △ 5.1

1,015,300 950,000 65,300 6.9

25,678,098 25,704,573 △ 26,475 △ 0.1

○ 国民健康保険事業（事業勘定）は保険給付費等の減により２．９％の減

○ 地方卸売市場事業は市場使用料（収入）等の減により３２．２％の減

○ 簡易水道事業は浄水施設整備費等の増により８．７％の増

○ 農業集落排水事業は公債費等の減により６．９％の減

○ 介護保険事業（保険事業勘定）は保険給付費等の増により２．７％の増

○ 後期高齢者医療事業は広域連合納付金の増により６．９％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

2,361,600 2,210,311 151,289 6.8

○ 錦山配水区域再編事業における施設整備費の増等により６．８％の増

学校給食費

簡易水道事業

区分

水道事業

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

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

地方卸売市場事業

農業集落排水事業
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平成２４年度予算における重点事業等（ポイント）

景気・雇用対策の積極的な推進

公共事業の確保（繰越事業含む） ７，７９０，０００千円
・町内要望に対応した道路修繕などの積極的実施ほか

プレミアム付き商品券事業への助成 １１２，０００千円
・商品券発行総額　１０億円

融資対策事業 ２，４４２，９１５千円
・事業所や勤労者に対する新規貸付枠の確保
・無利子融資実施期間の延長　（Ｈ23末→Ｈ24末）
・東日本大震災の影響に対応する融資枠等を新設

雇用対策事業 １０１，０００千円
・一時的雇用・就業機会の創出
・雇用を継続している事業主に対しての助成
・失業者の正規雇用に対する助成
・その他
　　住宅を失った離職者への支援
　　離職者に対する国保料の軽減　ほか

海外戦略の推進と積極的な観光振興及び物産宣伝・ブランド振興の推進

海外戦略推進事業 ４４，９２０千円
・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）
・海外キャンペーン（パリ、台北、上海ほか）
・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

国際交流事業 ３９，０７７千円
・麗江市友好都市提携１０周年記念事業
・デンバー市・昆明市との平和共同宣言事業
・シビウ市・トロワ市・ウルバンバ郡・昆明市との交流

観光宣伝推進事業 １２２，７９０千円
・観光パンフレット等の作成
・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

第１回飛騨高山ウルトラマラソンの開催 １０，０００千円

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

物産宣伝・ブランド振興の推進 ２２，８００千円
・飛騨高山展の開催、地場産品販売促進グッズの作成
・新商品開発、見本市出展等のブランド展開に対する助成
・ＰＲ用一位一刀彫バッジの作成

○

○
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地球温暖化対策をはじめとした環境に対する総合的な取り組み

環境政策部の設置
・環境に関する業務を集約し、総合的に環境行政を推進

地球温暖化対策 ３７１，１５３千円
・新エネルギービジョンの策定
・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）
・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
・屋根遮熱塗装、屋根遮熱鋼板葺替に対する助成
・エコ住宅の新築、エコリフォームに対する助成
　（復興支援・住宅エコポイントへの上乗せ）
・太陽光発電装置設置に対する助成（事業所を追加）
・小水力発電装置の設置
・公共施設のＬＥＤ照明化、緑化推進
・地域産材を利用した住宅建築等に対する助成（地産外消制度の新設）
・公用車にプラグインハイブリッド車を導入

生物多様性保全推進事業 １０，９３５千円
・乗鞍山麓五色ヶ原の森等を活用した自然環境学習の推進
・いのちの森づくり（苗木植樹等）
・外来植物（オオハンゴンソウ等）の除去、啓発

子育てや修学にかかる経済的負担の軽減

母子保健事業 １１０，９３５千円
・特定不妊治療に対する助成
・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）

保育料の軽減 ６１６，９５７千円
・公立・私立保育園の場合

　　軽減率  　第１子　３０％～６１％　　第２子　７５％～８６％　　第３子以降無料
・公立私立保育料軽減見込額 ５４５，８２４千円

・無認可保育所軽減見込額（助成） １４，１３３千円

・私立幼稚園軽減見込額（助成） ５７，０００千円

子ども手当の給付 １，６６０，０００千円
・中学校第３学年修了まで給付
  　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

子育て支援金の助成 ９５，０００千円
・第１・第２子１００千円、　第３子以降２００千円

子ども医療費の助成 ３４４，０００千円
・義務教育修了まで医療費全額無料

○

○
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育英資金貸付制度（基金積立） ２００，０００千円
・大学生等への貸付制度の拡充

 　貸付額　　医学　　　月額３万円以内　→　月額１０万円以内
　 　　　　　医学以外　月額３万円以内　→　月額　５万円以内
　 貸付人数　１０人→２３人　　所得要件及び保証人要件を緩和
・高校生（遠距離通学者）への貸付制度の新設
 　貸付額　　通学に要する費用に応じて年額１２万円､１６万円､２０万円

その他　（主なもの）

「やさしさ」のあるまちをめざして

バリアフリー対策 １９１，１００千円
・バリアフリー改修への助成や道路・歩道・公共施設のバリアフリー化
・手話通訳者等の養成

任意予防接種事業 １３９，０００千円
・小児用肺炎球菌、ヒブ、子宮頸がんの予防接種無料化
・小児インフルエンザ予防接種に対する助成

医師確保の支援 １０９，０００千円
・非常勤医師の確保や臨床研修医の研修に対する助成

医療施設の整備 ３０４，５００千円
・久美愛厚生病院の建設に対する助成
・清見診療所改築

障がい福祉サービス等の充実 １１４，７００千円
・障がい者の病院での機能訓練、介護等に対する支援　
・障がい者のリハビリ、入浴、排泄等の訓練に対する支援
・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

障がい児通所支援の充実 ６８，５８３千円
・あゆみ学園、いきいき広場、ゆりのこ　ほか
・通所にかかる利用者負担の全額助成

「すみよさ」のあるまちをめざして

橋りょう耐震補強、道路新設改良事業 ７８７，８０７千円
・地震に強いまちづくりの推進
・道路交通の円滑化

バス運行事業 ２４９，５３５千円
・運行ダイヤ、運行ルートの見直し
・のらマイカー、まちなみバスの運行

小中学校改築等事業 １，３２０，０００千円
・改築　　　　東小学校校舎（継続費）
　　　　　　　北稜中学校校舎（継続費）
・耐震補強　　岩滝小学校校舎（Ｈ23繰越事業）
・小中学校屋内運動場非構造部材の耐震診断

○
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生涯学習施設・体育施設の耐震安全対策の実施 ８４，０００千円
・市民文化会館ホール天井耐震改修
・文化ホール、体育施設等の非構造部材耐震診断

市街地景観保存区域の拡大

「にぎわい」のあるまちをめざして

鳥獣被害防止対策の強化 １２９，８８０千円
・捕獲技術者育成支援制度を創設
・鳥獣被害防止柵設置に対する助成　
・有害鳥獣の捕獲委託の拡充（わな捕獲補助者の委託）

新規就農者支援事業
・45歳未満の独立・自営就農者に対する助成 ５２，５００千円

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

地産地消推進事業 １，０００千円
・生産者と食品関連業者とのマッチングイベントの開催
・地産地消料理コンテストの実施　ほか

家畜改良推進事業費 ４，０４０千円
・第１０回全国和牛能力共進会出品への奨励

飛騨牛震災対策事業 １２，２５０千円
・安全・安心な飛騨牛のＰＲ事業に対する助成
・地域産飼料確保に対する助成

「ゆたかさ」のあるまちをめざして

学校図書室の充実 ７３，８８０千円
・学校図書システムの導入

町内会防犯灯の改修等に対する助成（ＬＥＤ照明化の促進） ２０，０００千円

姉妹友好都市提携事業 ２，５２０千円
・平塚市・越前市友好都市提携３０周年記念事業

下二之町大新町伝建地区の無電柱化 １２９，５００千円

ぎふ清流国体本大会の開催 ２１５，０００千円

池ノ原クロスカントリーコース整備 １１，０００千円

中山公園野球場夜間照明灯等改修 ２３，０００千円
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個性あるまちをめざして

移住交流の促進 １８，６００千円
・就農支援に対する助成、ふるさと体験住宅の活用
・就業体感ツアー（農林業ほか）、移住体感ツアーの実施

行政改革の推進

行政事務の委託化 １５，０００千円
・地域包括支援センターの委託化に向けた準備

職員派遣研修 ２１，３００千円
・総務省、国土交通省ほか
・デンバー市（相互派遣）

多様な媒体を活用した情報発信 ６８，１２０千円
・議会広報、広報たかやまの発行
・議会のテレビ放映の拡充

・インターネット情報画面作成
・ＣＡＴＶ放送番組の制作
・政策検討市民委員会による政策提言
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平成２４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 ３４４，０００千円

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 １１０，９３５千円

特定不妊治療に対する助成
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）

子育て支援金支給事業 ９５，０００千円

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 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）

子ども手当給付事業 １，６６０，０００千円

中学校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

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

障がい児等看護支援事業 ８２０千円

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 ７６，０３３千円

☆ 障がい児通所支援の充実（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

つどいの広場事業 ８，１７０千円

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 ５７，１８０千円

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 １，８００千円

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 ３，９９７千円

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） ５４５，８２４千円

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   ５４５，８２４千円

乳幼児保育等助成事業 ３０，０００千円

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 ５７，０００千円

保育料の軽減

中小企業事業所内保育施設整備事業 １６，０００千円

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

12 



○ 健康・福祉対策

高齢者福祉事業 ２２６，１７５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（運行日拡充）

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
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 １４，０００千円

自立支援給付等利用者負担助成事業 ３，８５０千円

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 ２４，１００千円

障がい者通所施設の送迎サービスに対する助成

障がい者福祉ホーム運営事業 １，７００千円

福祉ホームむらやま（精神）に対する助成

障がい者生活支援事業 ２３，１２０千円

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

障がい者居宅介護等事業給付事業 ８３，１００千円

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

障がい福祉サービス給付事業 ２１８，４００千円

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 ７２，９００千円

障がい者の病院での機能訓練、介護等に対する支援
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☆ 障がい者自立訓練給付事業 ３９，２００千円

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 ２，１００千円

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費 ５００千円

地域活動支援センター機能強化事業 １３，９７０千円

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 ２７，０００千円

利用料金の半額、20回分を助成

相談所設置事業 ８，９４８千円

市民生活総合相談窓口
出会いイベント等実施による結婚相談・支援の充実

保健予防事業 ２２９，１２６千円

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）

予防接種事業 ３２１，６１４千円

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 ３０９，０００千円

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

小児夜間初期救急診療運営費助成事業 ３，０００千円

小児救急患者の夜間初期診療に対する助成

２４時間電話医療相談事業 ７，６００千円

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
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国民健康保険事業 １０，８３３，９００千円

保険給付事業、保健事業
直営診療所の運営

☆ 清見診療所改築ほか

介護保険事業 ８，４６３，３６８千円

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 １，７２１，３００千円

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 １８４，０００千円

歩車共存型道路整備、歩道整備、小学校校舎等バリアフリー化、
知らせるあかりシステム整備

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 ３０，８５１千円

地上デジタル放送受信環境の整備

電子市役所推進事業 ３３９，３０２千円

総合行政事務電算委託
証明書自動交付機システム改修

議会の公開 １０，６２０千円
議会広報の発行
議会のテレビ放映の拡充

多様な媒体を活用した情報発信 ５６，３００千円

インターネット情報画面作成
広報たかやま発行
CATV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 ９，６００千円

自動起動防災ラジオの設置に対する助成

災害対策事業 ９３，９６５千円

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
洪水対策支援システムを活用した避難誘導体制の構築

☆ 橋りょう耐震補強事業 １２３，０００千円

大島橋、第２松本橋、島田橋、神童橋、宮前橋、麦島橋、西洞１号橋、朝日橋

☆ 小中学校改築事業 １，２８６，０００千円

東小学校校舎改築
北稜中学校校舎改築

建築物耐震診断事業 １１，３００千円

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 ４８，０００千円

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
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除雪対策事業 ４８８，３８０千円

道路・歩道除雪
除雪機購入に対する助成
流雪溝設置（名田２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 ６，１００千円

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 １４３，５９０千円

☆ 水槽付消防ポンプ車更新　１台
消防団車両更新　３台
耐震性防火水槽設置　２基

○ 道路・交通対策

駅周辺土地区画整理事業 ２５１，７５６千円

駅前広場基本設計、建物移転補償ほか

街路整備事業 ５２５，６１７千円

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 ４７６，０００千円

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

道路新設改良事業 ７８７，８０７千円

下林下岡本線
千島松本線（合崎橋）
昭和３号線
上切中切２号線
石浦飯山線（若宮橋）            
三福寺松之木１号線
花本線（広瀬踏切）
蒲田左俣線（恵橋）
松之木３４号線
西之一色３４号線（金森橋）
苔川６号線

バス運行事業 ２４９，５３５千円

☆ 運行ダイヤ、運行ルートの見直し
のらマイカー、まちなみバスの運行
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○ 自然・生活環境対策

☆ 地球温暖化対策事業 ３７１，１５３千円

☆ 新エネルギービジョンの策定
☆ 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）

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
屋根遮熱塗装、屋根遮熱鋼板葺替に対する助成
エコ住宅の新築、エコリフォームに対する助成

☆ 太陽光発電装置設置に対する助成（事業所を追加）
☆ 小水力発電装置の設置
☆ 公共施設のＬＥＤ照明化、緑化推進

☆ 地域産材を利用した住宅建築等に対する助成（地産外消制度の新設）
公用車にプラグインハイブリッド車を導入

生物多様性保全推進事業 １０，９３５千円

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 ８，８７０千円

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

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）
市有林利用間伐等

景観保全事業 ６，５９９千円

☆ 市街地景観保存区域の拡大
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 ８７，２５９千円

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

☆ ジオパークの研究

公園整備・管理事業 １１６，４２２千円

高山城郭の整備

歴史的環境保全整備事業 ３６，０００千円

横丁整備（江名子川周辺散策路（人々の往来と出会いの場の創出））
まちかどスポット整備
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市営住宅管理事業 ８３，４８３千円

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 ３０９，０００千円

奥飛騨温泉郷簡易水道
長倉簡易水道
六厩簡易水道

下水道管きょ建設事業 ３１２，７５４千円

汚水管きょ布設
国府町（今）ほか

下水道処理施設改造事業 ２６７，４００千円

宮川終末処理場１号送風機更新工事
☆ 宮川終末処理場汚泥脱水機長寿命化工事
☆ 宮川終末処理場消化タンク増設工事

長寿命化対策（汚泥掻寄機）ほか

農業集落排水施設建設事業 １３，０５７千円

☆ 農業集落排水施設最適整備構想の策定

浄化槽設置助成事業 ３５，０００千円

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 ２２０，０６６千円

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 ２７６，３００千円

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 １２４，８５０千円

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 ３０５，０００千円

ごみ処理施設整備基礎調査
ごみ処理施設整備基金積立
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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）

海外戦略推進事業 ４４，９２０千円

☆ 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）

海外キャンペーン（パリ、台北、上海ほか）
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

観光宣伝推進事業 １２２，７９０千円

観光パンフレット等の作成
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 ２９，９００千円

年間を通じた誘客イベント、キャンペーン
☆ 第１回飛騨高山ウルトラマラソンの開催
☆ 日本再発見塾in飛騨高山の開催に対する助成

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 ２８７，４５７千円

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 １０１，０８８千円

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 ８，４４０千円

担い手農家の経営面積拡大に対する助成

☆ 農作物獣害防止対策事業 １２９，８８０千円

☆ 捕獲技術者育成支援制度を創設
鳥獣被害防止柵設置に対する助成　　

☆ 有害鳥獣の捕獲委託の拡充（わな捕獲補助者の委託）
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

新規就農者等育成支援事業 ５７，０４０千円

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
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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 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 ４２，５００千円

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

☆ 地産地消推進事業 １，０００千円

生産者と食品関連業者とのマッチングイベントの開催
地産地消料理コンテストの実施　ほか

環境保全型農業支援事業 １，６００千円

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

中山間地域等直接支払事業 １８０，９００千円

急傾斜地  Ａ＝604.5ｈａ、緩傾斜地  Ａ＝708.1ｈａ  

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 ５１，６２０千円

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 ２９，２５０千円

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 ２５，０００千円

森林整備地域活動支援事業 ８０，１２０千円

施業集約化の促進、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
間伐、枝打ち、間伐材利用促進
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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 ４，０００千円

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 ９，４８５千円

飛騨御岳牧場（千町）農機具購入ほか

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

家畜改良推進事業 ４，０４０千円

☆ 第10回全国和牛能力共進会出品への奨励

飛騨食肉センター運営費助成事業 ４２，３９０千円

ＢＳＥ対策、肉豚出荷等に対する助成

☆ 飛騨牛震災対策事業 １２，２５０千円

安全・安心な飛騨牛のＰＲ事業に対する助成
地域産飼料確保に対する助成

道の駅管理事業 ６０，７５３千円

物産宣伝推進事業 １７，５８０千円

☆ 飛騨高山展の開催
☆ 地場産品販売促進グッズの作成

商店街機能強化事業 ２４，７００千円

商店街再構築整備（アーケード整備）への助成
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
リバーサイド修景整備に対する助成

☆ プレミアム付き商品券事業 １１２，０００千円

プレミアム付き商品券事業に対する助成
発行額　１０億円
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中心市街地活性化事業 １２，９４０千円

空き店舗を活用してまちの縁側を開設
支所地域などの特産品を販売するアンテナショップの開設
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 ４５，０００千円

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 ８，３００千円

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 ４３，４００千円

伝統的工芸品産業組合に対する助成
☆ ＰＲ用一位一刀彫バッジの作成

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

☆ 新商品開発、見本市出展等のブランド展開に対する助成

企業誘致対策事業 ２０１，７０６千円

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 ３０，０００千円

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
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融資対策事業（預託金、保証料補給金、利子補給金） ２，４４２，９１５千円

☆ 景気対策として利子補給期間を延長（Ｈ２３末 → Ｈ２４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

☆ 東日本大震災の影響に対する融資枠等を新設
中小企業経営安定特別資金（震災枠）
経済変動対策支援事業
経営環境変化資金貸付利子補給

緊急雇用創出事業 １０１，０００千円

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
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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 ５１，３００千円

英語指導助手　１１人

教育研究所運営事業 ２３，１３６千円

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

☆ 楽しい学校生活を送るためのアンケート「Ｑ－Ｕ」の実施

特別支援教育推進事業（障がい児等看護支援事業）（再掲） ８２０千円

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 ３８，８００千円

保健相談員の増員

学校図書整備事業 ７３，８８０千円
☆ 学校図書館システムの導入

学校図書購入

小・中学校パソコン教育推進事業 ６，０８０千円

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

☆ 育英資金貸付制度（基金積立） ２００，０００千円

大学生等への貸付制度の拡充
　貸付額　　医学　　　月額３万円以内　→　月額１０万円以内
　　　　　　医学以外　月額３万円以内　→　月額　５万円以内
　貸付人数　１０人　→　２３人
　所得要件及び保証人要件を緩和
高校生（遠距離通学者）への貸付制度の新設
　貸付額　　通学に要する費用に応じて年額１２万円､１６万円､２０万円

☆ 小中学校校舎等修繕改修事業 ２，５００千円
夏の暑さ対策として、教室に扇風機を導入

☆ 小中学校改築事業（再掲） １，２８６，０００千円

東小学校校舎改築
北稜中学校校舎改築

小学校耐震補強事業(※Ｈ２３繰越事業） ２４，０００千円

岩滝小学校耐震補強
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スクールバス購入事業 １５，０００千円

上宝地域

市民文化会館整備事業 ７９，０００千円

☆ 市民文化会館ホール天井耐震改修ほか

公民館管理費 ４６，７９８千円

☆ 多目的ホールの非構造部材耐震診断
公民館設備改修

図書館運営事業 １６５，７８０千円

煥章館、分館の運営

文化振興事業 ４６，２９６千円

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

☆ 市展、飛騨高山現代木版画ビエンナーレ

芸術文化振興への積極的な取り組み ８，９００千円

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
飛騨高山国際芸術祭の開催に向けた取り組み

文化財保護事業 ２８５，５１１千円

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、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

☆ 国指定文化財保存修理
市指定文化財保存修理

市史編さん事業 ８，３３４千円

資料収集、執筆
市史発刊

飛騨高山まちの博物館事業 ４８，３７０千円

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 １２，２９５千円

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「学ぶPTA」の拡大実施

生涯学習施設等管理事業費 ２８，１１３千円

☆ 文化ホールの非構造部材耐震診断
国府文化ホールの維持管理
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☆ 岐阜国体開催事業 ２１５，０００千円

ぎふ清流国体本大会開催
競技種目　バスケットボール、ハンドボール、アーチェリー

体育施設維持管理費 １７７，２３３千円

☆ 体育施設の非構造部材耐震診断
体育施設の維持管理

高地トレーニング強化拠点施設高機能化事業 ２８，３９６千円

高地トレーニングの普及、高機能化備品購入
☆ 池ノ原クロスカントリーコース整備

体育施設改修整備事業 ２９，０００千円

☆ 中山公園野球場夜間照明灯改修ほか

市民活動支援事業 ４７，６４３千円

☆ 町内会防犯灯の改修等に対する助成（LED照明化の促進）
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
地域で共同参画講座

姉妹友好都市提携事業 ２，５２０千円

☆ 平塚市・越前市友好都市提携３０周年記念事業

国際交流事業 ３９，０７７千円

☆ 麗江市友好都市提携１０周年記念事業
☆ デンバー市・昆明市との平和共同宣言事業
☆ シビウ市・トロワ市・ウルバンバ郡・昆明市との交流

町内会集会施設整備助成事業 ３０，０００千円

下林町、久々野町反保

☆ 学校給食配送車購入事業 ９，０００千円

１台
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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 ６２９，９３７千円

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）荘川そばの里づくり　ほか
（一之宮）臥龍桜日本画大賞展　ほか
（久々野）自然公園環境整備事業　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）冬季高齢者住宅開設事業　ほか
（国府）飛騨国府サマージョイフェスタ　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

移住交流促進事業 １８，６００千円

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（農林業ほか）、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 ４，９９５千円

地域審議会の開催

※事業費ベース
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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 ３３，０００千円

☆ 政策検討市民委員会 １，２００千円

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
・ デンバー市（相互派遣）

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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