
平成１７年度予算のポイント

      平成１７年度は、２月１日の合併により新しい高山市となっての実質的なス
　　タートの年であり、高山市第七次総合計画による自立したまちづくりの着実な
　　推進が求められています。
      こうした中、平成１７年度予算は、合併まちづくり計画の基本テーマである
　　「個性ある地域の連携と協調」に基づき、未来に向って創造性豊かで活力あふ
　　れる自立した新しいまちづくりをすすめるとともに、高山市第七次総合計画の
　　事業を計画的に展開し、「誰もが、安全で、安心して、快適に暮らせるバリア
　　フリーのまちづくり」を積極的にすすめます。
      特に、甚大な被害をもたらした昨年の１０．２０豪雨災害の早期復旧、地震
　　対策など防災対策の強化に取り組むとともに、現下の社会経済情勢に鑑み、少
　　子・高齢対策、環境対策、景気対策及び雇用対策などに対応しつつ、一層の市
　　民福祉の向上と地域の活性化を図ることを基本として編成しています。

【重点】

　◎災害に強いまちづくり
　　　　　10.20豪雨災害の早期復旧及び地震対策など防災対策の強化

　◎誰にもやさしいまちづくり
　　　　　安全・安心・快適なバリアフリーのまちづくりの推進

　◎一体感あるまちづくり
　　　　　合併により地域の一体感をめざしたまちづくりの推進

　◎個性あるまちづくり
　　　　「地域振興特別予算」による地域特性の保持及び地域の振興

【特徴】

　○橋りょう等の耐震補強
　　　橋りょう、水道配水施設、小中学校など公共施設の耐震補強工事等

　○基盤整備の推進
　　　江名子片野線トンネル化、駅周辺土地区画整理事業、下水道事業など都市基盤の整備
　　　林道開設、土地改良など農林業基盤の整備
　　　三枝小学校屋内運動場、久々野中学校校舎など義務教育施設の整備
　　　丹生川地域での特別養護老人ホームの整備

　○豊かな地域資源や特性を活かした
　　　滞在型・通年型観光地づくり、産業の振興、地域活性化

　○合併特例債、合併市町村補助金の積極的な活用

　○まちづくり基金積立

　○合併記念事業の実施
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◎  平成１７年度予算の概要

○ 予算の規模
（単位：千円、％）

本年度 前年度 対前年度伸率
（参考）

旧市町村前年度
計

（参考）
対前年度伸率

47,400,000 24,700,000 91.9 51,991,000 △ 8.8
32,559,824 17,891,762 82.0 29,683,362 9.7
2,424,401 2,465,913 △ 1.7 3,110,078 △ 22.0

82,384,225 45,057,675 82.8 84,784,440 △ 2.8
（歳出ベース）

※本年度のまちづくり基金積立及び前年度の減税補てん債一括償還の特殊要素を除いた場合（実質的伸率）

78,384,225 44,157,675 77.5 83,449,540 △ 6.1

○ 一般会計は、市町村合併により前年度に比べ９１.９％の増加
（全体では８.８％の減少）

○ 一般会計、特別会計、企業会計の合計では、前年度に比べ８２．８%の増加
（全体では２．８％の減少）

・ 一般会計の主な増加理由
・ 人件費の増 ５，１２１，２０７千円

・ まちづくり基金積立金 ４，０００，０００千円

・ 身体障害者・知的障害者施設支援費の増 ２７７，２３０千円

・ 特別養護老人ホーム建設事業費 ４６５，０００千円

・ 公立保育園事業費の増 ５０２，３５８千円

・ 林道開設・改良事業費の増 ２２５，１００千円

・ 常備消防費の増（飛騨消防組合の解散によるもの） ４８９，７０８千円

・ 消防施設整備事業費の増 ４２９，８８１千円

・ 災害復旧費の増 ３５８，５１０千円

・ 特別会計繰出金の増（８会計） ３，０２４，２４３千円

・ 地域振興特別予算（各支所における地域特性の保持・地域振興） ６２７，６５７千円

○ 特別会計は、前年度に比べ８２．０％の増加 （全体では９．７％の増加）

・ 特別会計の主な増減理由
・ 国民健康保険事業〈事業勘定〉（保険給付費等の増） ３，２１５，８２８千円

・ 国民健康保険事業〈直診勘定〉（医業費の増） ５９６，３５３千円

・ 老人保健医療事業（医療給付費等の増） ２，５１９，５２６千円

・ 駐車場事業（天満駐車場用地取得費等の減） △４１５，１６５千円

・ 下水道事業（特定環境保全処理場建設費等の増） １，６５５，７１２千円

・ 学校給食費（児童・生徒の増） １１６，８７４千円

・ 簡易水道事業（簡易水道整備費等の増） ９５２，８２９千円

・ 農業集落排水事業（管きょ建設費等の増） ７７８，０１４千円

・ 介護保険事業（保険給付費等の増） ４，７８７，９０４千円

・ 観光施設事業（観光施設運営費の増） ３０９，３１４千円

・ スキー場事業（スキー場運営費の増） １６７，６３３千円

○ 企業会計は、前年度に比べ１．７％の減少

・ 企業会計の主な増減理由
・ 飛騨民俗村事業の特別会計への移行 △２４４，８０９千円

特殊要素を除いた合計

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 対前年度伸率 （参考）
旧市町村前年度

（参考）
対前年度伸率

13,252,157 9,320,470 42.2 13,430,665 △ 1.3
950,000 380,000 150.0 760,330 24.9
100,000 100,000 0.0 135,228 △ 26.1
16,000 11,000 45.5 13,190 21.3
12,000 7,000 71.4 8,499 41.2
900,000 650,000 38.5 889,557 1.2
47,000 15,000 213.3 46,669 0.7
370,000 170,000 117.6 373,777 △ 1.0
410,000 303,000 35.3 403,000 1.7

13,000,000 3,300,000 293.9 12,626,189 3.0
17,000 10,000 70.0 16,800 1.2
675,435 480,241 40.6 847,290 △ 20.3
860,722 599,319 43.6 939,453 △ 8.4

3,490,407 2,396,564 45.6 3,407,702 2.4
2,574,168 1,025,012 151.1 3,031,593 △ 15.1
279,761 390,360 △ 28.3 974,495 △ 71.3
7,102 7,104 0.0 58,313 △ 87.8

1,415,434 2,034,777 △ 30.4 5,108,866 △ 72.3
30,000 30,000 0.0 912,056 △ 96.7

2,052,914 1,573,553 30.5 2,102,328 △ 2.4
6,939,900 1,896,600 265.9 5,905,000 17.5
47,400,000 24,700,000 91.9 51,991,000 △ 8.8

○ 市税 旧市町村前年度計に比し
  ・景気の低迷などによる市民税の減　　　 △7.0％
  ・課税標準額の負担調整等で固定資産税は微増　 2.0％
  ・都市計画税も同様に微増 1.8％
  ・たばこ売上本数の減による市たばこ税の減 △5.3％

○ 地方譲与税
  ・三位一体改革による所得譲与税への税源移譲（3.4億円）

○ 地方交付税
  ・前年度実績、合併特例等を勘案し3.0％増

○ 国庫支出金、県支出金
  ・合併市町村補助金の活用　

　国庫支出金　2.8億円　県支出金　2億円
  ・三位一体改革による国庫補助負担金の減（影響額△2.7億円）

○ 基金繰入金
  ・財政調整基金繰入金　3億円（前年度7億円）

○ 市債
  ・合併特例債の活用による増

　まちづくり基金積立　38億円
  ・有利な市債の活用（交付税算入率）

　合併特例債（70％）　44.4億円　　過疎対策債（70％）　1.5億円
　臨時財政対策債（100％）　18億円　　減税補てん債（100％）　1.8億円

  ・市債依存率　7.7％→14.6％　（まちづくり基金積立を除くと　7.2％）

市債

寄付金

計

繰入金
繰越金
諸収入

使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入

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

利子割交付金

地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金

配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金

区分
市税
地方譲与税
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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 対前年度伸率 （参考）
旧市町村前年度

（参考）
対前年度伸率

394,209 278,374 41.6 628,219 △ 37.2
9,503,726 3,057,623 210.8 6,864,910 38.4
9,022,236 5,790,079 55.8 9,211,926 △ 2.1
2,576,843 1,774,974 45.2 3,728,069 △ 30.9
2,737,457 799,878 242.2 4,292,773 △ 36.2
2,801,986 1,981,357 41.4 3,141,016 △ 10.8
6,225,864 4,392,868 41.7 7,946,313 △ 21.7
1,935,602 787,585 145.8 1,996,137 △ 3.0
4,449,289 2,290,950 94.2 5,201,539 △ 14.5
358,510 0 皆増 1,412 25,290.2

7,374,278 3,536,312 108.5 8,817,095 △ 16.4
20,000 10,000 100.0 136,368 △ 85.3

－ － － 25,223 皆減
47,400,000 24,700,000 91.9 51,991,000 △ 8.8

○ 主な増加内容

総務費
・ まちづくり基金積立金の増 ４，０００，０００千円

・ 職員退職手当の増 ５００，０００千円

・ 合併記念事業推進協議会負担金の増 ６５，０００千円

・ 地籍調査事業の増 １４２，６３０千円

民生費  
・ 社会福祉協議会補助金の増 ７７，２４３千円

・ 身体障害者施設支援費の増 １０２，６３０千円

・ 知的障害者施設支援費の増 １７４，６００千円

・ 特別養護老人ホーム建設事業費の増 ４６５，０００千円

・ 福祉医療費の増 ２３６，９００千円

・ 私立保育所児童保育委託費の増 ４０，４９０千円

・ 公立保育園事業費の増 ５０２，３５８千円

・ 児童手当給付金の増 １５９，９８０千円

・ 生活保護扶助費の増 ７６，２００千円

・ 被災者生活・住宅再建支援事業補助金の増 ２０，０００千円

・ 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）繰出金の増 ２４１，３２１千円

・ 老人保健医療事業特別会計繰出金の増 ２０９，４２４千円

・ 介護保険事業特別会計繰出金の増 ９２９，３３０千円

衛生費
・ 健康診査事業費の増 ７５，０３０千円

・ 休日診療費の増（飛騨地域広域行政事務組合の解散によるもの） ８０，６７４千円

・ ごみ収集運搬委託料の増 ８５，９５０千円

・ ごみ処理施設管理運営事務委託料の増（飛騨市委託分） １１６，１００千円

・ し尿処理費の増（飛騨衛生施設利用組合等の解散によるもの） １４６，４３６千円

・ 簡易水道事業特別会計繰出金の増 ２０１，１８７千円

・ 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）繰出金の増 ８９，７３８千円

予備費

計

土木費
消防費
教育費

公債費
災害復旧費

諸支出金

民生費
衛生費
農林水産業費
商工費

区分
議会費
総務費
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農林水産業費
・ 農業総合整備事業補助金の増 ４０，０００千円

・ 中山間地域等直接支払事業補助金の増 １２０，９４２千円

・ 優良飛騨牛固定推進事業補助金の増 ４２，４８０千円

・ 林道開設・改良事業費の増 ２２５，１００千円

・ 森林整備地域活動支援事業費の増 １３４，０４５千円

・ 県営土地改良事業負担金の増 ５７，８４７千円

・ 団体営土地改良事業費の増 ６６，３００千円

・ 農業集落排水事業特別会計繰出金の増 ４５３，５８８千円

商工費
・ 商工会議所等補助金の増 ３９，５００千円

・ 道の駅管理事業費の増 ６４，６３２千円

・ 災害復旧支援特別融資事業費の増 ２３，４５０千円

・ 地域観光振興事業費の増 １５３，２９０千円

・ 観光施設費の増 １９８，７５２千円

・ 観光施設事業特別会計繰出金の増 ９９，０５７千円

・ スキー場事業特別会計繰出金の増 １９９，２３７千円

土木費
・ 橋りょう耐震設計・補強工事の増 ６９，０００千円

・ 道路橋りょう維持費の増 １４５，４００千円

・ 旅行村線、石浦越後線等道路新設改良費の増 ６６，２６６千円

・ 除雪対策費の増 ２４３，５７０千円

・ 駅周辺土地区画整理事業費の増 ９０，７４２千円

・ 公園整備費の増 ３１，１００千円

・ 住宅建設費の増 ３１，４８０千円

・ 下水道事業特別会計繰出金の増 ６０１，３６１千円

消防費　　　　　
・ 常備消防費の増 ４８９，７０８千円

・ 消防団費の増 ２２８，４２８千円

・ 消防施設費の増 ４２９，８８１千円

教育費　　　　　
・ スクールバス管理費の増 ６０，００７千円

・ 三枝小学校屋内運動場改築事業費の増 ２７０，５００千円

・ 久々野中学校校舎改築、中山中学校校舎等改築設計の増 ６７６，６００千円

・ 小中学校校舎等耐震設計の増 ２１，０００千円

・ 町内会集会施設整備事業補助金の増 ４６，６００千円

・ 古川国府給食センター利用組合負担金の増 ４２，２００千円
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（２）性質別経費
（単位：千円、％）

本年度 前年度 対前年度伸率
20,766,010 10,557,451 96.7
9,312,820 4,118,188 126.1
4,078,912 2,902,951 40.5
7,374,278 3,536,312 108.5
7,368,822 5,166,447 42.6

19,265,168 8,976,102 114.6
6,084,094 2,975,639 104.5
203,260 99,080 105.1

2,285,060 2,359,202 △ 3.1
4,433,178 305,104 1,353.0

372 289 28.7
1,360,501 1,360,501 0.0
4,878,703 1,866,287 161.4

20,000 10,000 100.0
47,400,000 24,700,000 91.9

○ 義務的経費

人件費 ・ 合併による職員等の増

　特別職（議員24人→36人、消防団員451人→2,100人、地域審議会委員0→100人、その他1,079人→2,345人

　一般職　442人→1,086人

扶助費 ・ 老人福祉施設委託料の増 １３６，５８０千円

・ 身体障害者施設支援費等の増 ２７７，２３０千円

・ 福祉医療費の増 ２３６，９００千円

・ 公立保育園事業費の増 ５０２，３５８千円

・ 児童手当給付金の増 １５９，９８０千円

・ 生活保護扶助費の増 ７６，２００千円

公債費 ・ 合併による債務の承継

○ 投資的経費 ・ 特別養護老人ホーム建設事業費の増 ４６５，０００千円

・ 林道開設・改良事業費の増 ２２５，１００千円

・ 土地改良事業費の増 １７８，１５０千円

・ 旅行村線、石浦越後線等道路新設改良費の増 ６６，２６６千円

・ 駅周辺土地区画整理事業費の増 ９０，７４２千円

・ 小中学校整備費の増 ８４５，４７６千円

・ 災害復旧費 ３５８，５１０千円

○ 一般行政経費

物件費 ・ 需用費の増（支所等の施設管理経費等） ７８６，２６０千円

・ 委託料等の増（ごみ処理、し尿処理、施設管理等） １，９３６，１９０千円

積立金 ・ まちづくり基金積立金の増 ４，０００，０００千円

繰出金 ・ 特別会計繰出金等の増 ３，０１２，４１６千円

  補助費等

  その他
計

  積立金
  投資及び出資金
  貸付金
  繰出金

投資的経費

一般行政経費
  物件費
  維持修繕費

義務的経費
  人件費
  扶助費
  公債費

区分
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平成１７年度重点事業

☆は、新規・拡充事業
1 防災対策・災害復旧

災害対策事業 ９０，６７６千円

☆ 総合防災訓練、防災備蓄物資・備品購入
☆ 災害弱者へのラジオ配布
☆ 洪水ハザードマップ作成
☆ 防災ヘリコプター借上
☆ 災害発生時のＦＭ放送サテライトスタジオ（仮設スタジオ）設置

☆ 橋りょう耐震補強事業 ６９，０００千円

石浦橋、三福寺橋、昭和橋

☆ 小中学校耐震補強設計 ２１，０００千円

新宮小、荘川小、清見中

☆ 水道配水施設耐震補強事業 ４９，５００千円

上水道配水施設の耐震診断、補強工事

木造住宅耐震診断助成 ２，０００千円

木造住宅耐震補強工事助成 ３０，０００千円

耐震診断で危険度が高いと診断された住宅の耐震補強工事に対し助成

消防施設整備事業 ５１１，６２１千円

☆ 常備消防ポンプ自動車購入　１台更新
☆ 消防団車両更新　　４台
☆ 耐震性防火水槽設置　６０? 　４基（天満駐車場ほか）
☆ 小型可搬ポンプ購入　　４台
☆ 消防通信システム整備

☆ 災害復旧事業 ３５８，５１０千円

台風２３号による被災箇所の復旧工事

※（別途、Ｈ16繰越分　２，２９９，９５６千円)

2 都市基盤の整備

駅周辺土地区画整理事業 ７６５，１７２千円

☆ ＪＲアンダーパス工事、補償等

街路整備事業 ２７８，２３８千円

☆ 街路昭和中山線
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道路整備事業 １，２７６，７５８千円

江名子片野線（山王トンネル工事、３年継続事業、Ｌ＝４６７ｍ）
江名子ふるさと線

☆ 旅行村線
☆ 石浦越後線
☆ 岩井谷旗鉾線　ほか

道路橋りょう維持修繕事業 ３８３，０００千円

道路修繕、側溝修繕等

交通安全施設整備事業 ３０，６００千円

防護柵、道路反射鏡、区画線、交差点照明等

☆ 地籍調査 １４２，６３０千円

国土の開発・保全、高度利用に資するための調査

3 バリアフリー対策

バリアフリー対策事業 １３０，０００千円

歩車共存型道路整備、横断暗きょ改良、歩道整備、小中学校校舎等バリアフリー化

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に対し助成

ユニバーサル・ｅステーション事業 ４，０００千円

移動円滑化を図る情報バリアフリーに関する調査

☆ 交通バリアフリー構想策定 ３，０００千円

横丁整備事業 １５，０００千円

人々の往来と出会いの場を創出する横丁の整備

4 少子化対策（子育て支援）

乳幼児等医療費助成事業 ２５２，２００千円

小学校第３学年修了まで医療費全額無料

母子家庭、父子家庭への医療費助成 ４７，４００千円

留守家庭児童対策事業 ３５，９７３千円

留守家庭児童教室

乳児保育等助成事業 ２１，５１０千円
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無認可保育所における乳児保育、延長保育、障害児保育等に対し助成

子どもにやさしいまちづくり推進事業 ３，１６５千円

園庭開放、託児ボランティア団体助成

保育料軽減事業（公立、私立） ２３１，８１２千円

軽減率  １５％～３５％
軽減見込額   ２３１，８１２千円
（うち第３子４子軽減  ５５，７６８千円）

公立保育園及び子育て支援センター整備事業 ５，２００千円

こくふ保育園下水道切替工事、子育て支援センター駐車場整備

多機能化保育所等整備事業助成 ３，０００千円

北保育園　子育て相談室整備

私立幼稚園就園奨励補助金 １３，５００千円

☆ 対象拡大(市民税所得割　12，000円以下→40，000円以下)

児童手当給付事業 ５１９，１８０千円

小学校第３学年修了までを対象
１子、２子は月５，０００円、３子以降は月１０，０００円

児童扶養手当給付事業 ２５４，５００千円

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
月１０，０００円～４２，３６０円で所得により支給

障害児療育事業 １，０４０千円

療育プログラム作成等による障害児療育の支援

5 福祉対策

高齢者福祉事業 １８０，７８０千円

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等
短期入所付加サービス事業
高齢者配食サービス事業

☆ 老人ホームヘルプ付加サービス事業（軽度生活支援事業の追加）
いきいき入浴サービス事業
生きがい対応型デイサービス事業
高齢者住宅改造助成事業

☆ 介護予防事業
日常生活用具給付事業
家族介護用品等支給事業
在宅寝たきり老人等介護者慰労金給付事業
ホームヘルパー利用者負担軽減対策事業
介護保険料助成事業
生活管理指導短期宿泊事業
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☆ 地域乗合バス利用費補助金
☆ 外出支援事業
☆ 寝具洗濯乾燥サービス事業

老人福祉施設整備事業 ４８５，０００千円
☆ 丹生川特別養護老人ホーム建設
☆ 向陽園の改修

障害者福祉事業（新規分） ２，６００千円

☆ 身体障害者訪問入浴事業

福祉バス運行事業 ４０，５００千円

のらマイカー　運賃　１００円
☆ 地域福祉バスの運行　４支所　　無料

温泉保養施設利用費の助成 ３０，０００千円

☆ 対象施設　９施設→１９施設　（２０回分、半額助成）

予防保健事業 １６３，３２４千円

☆ 基本健康診査の対象年齢引き下げ　４０歳以上→１８歳以上
訪問指導、健康相談等の実施

予防接種事業 ８４，２４４千円

集団接種、個別接種等

母子保健事業 １９，２１０千円
☆ 特定不妊治療に対する助成

年間１００千円を限度（３ヶ年）

6 生活環境対策

環境行政推進事業 ６３，０５２千円

環境基本計画、アジェンダ２１計画策定･推進、地球温暖化対策推進

緑の基金積立 １００，０００千円

水源涵養のための基金積立（平成１７年度末残高見込み　706,554千円）

緑地保全事業 ３２，３００千円

市街地を囲む里山、緑地の保全契約者に対し助成
災害防止、水源涵養のための森林機能強化、間伐・枝打ち

市街地緑化整備事業 ９，０００千円

公共施設、道路での高木植栽（市道高山下林線等）

ごみ収集事業 ２１７，３２０千円

可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみのステーション収集
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ごみ資源化推進事業 １２４，５３０千円

拠点集積所による資源回収、団体奨励金等
☆ びん、ペットボトルストックヤードの増設

容器包装廃棄物等再資源化事業 ６３，９３０千円

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量の増加に対応

除雪対策事業 ３３２，０４０千円

道路・歩道除雪委託

☆ 市営住宅建設事業 ３１，４８０千円

飛騨川団地（久々野町）

水道宮導水路改修事業 ４５，０００千円

上水道の宮水源からの耐震導水管布設（石浦町地内）

下水道管きょ建設事業 １，４４５，９８８千円

☆ 汚水管きょ布設（公共下水道整備　面積Ａ＝２５．０ｈａ、延長Ｌ＝１１，８００ｍ）
☆ 汚水管きょ布設（特定環境保全公共下水道事業　面積Ａ＝５．７ｈａ、延長Ｌ＝２，５００ｍ）
☆ 汚水管きょ布設（農業集落排水事業　延長Ｌ＝６００ｍ）

下水道処理施設建設・改造事業 １，２００，０００千円

☆ 宮川終末処理場の反応槽改造、管理棟防水等
☆ 栃尾浄化センター建設
☆ 久々野浄化センター場内整備

浄化槽設置助成 ３５，０００千円

下水道認可区域外の設置に対する助成

し尿処理施設管理事業費 ２５７，１６６千円

環境センター、久々野衛生センターの維持管理

公衆便所整備事業 ２３，０００千円

☆ 光触媒による公衆便所防臭工事（安川、天満、弥生橋、神明、かじ橋）
☆ 陣屋前広場公衆便所改築工事
☆ あじめ峡公衆便所下水道切替工事

バス運行事業 ４０，３７８千円

☆ 路線バス運行維持費補助金
☆ 自主運行バス事業(丹生川、清見)
☆ 乗鞍スカイライン路線低公害バス導入補助金

7 ＩＴ（情報技術）都市の構築

ＩＴ講習推進事業 １０，８５０千円
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ＩＴ講習会（初級・中級者講習）の開催（２６講座　受講予定者７００人）  
ＩＴサポート事業（パソコン初心者のサポート）　高山、国府の２か所で開催

情報化推進事業 ７３，８５８千円

インターネット情報画面作成
ＦＭ放送番組制作事業

☆ 有線放送事業

電子市役所推進事業 ３９８，７３０千円

総合行政事務電算委託
住民基本台帳ネットワーク

8 活性化対策

産業振興ビジョン策定 ２，７６０千円

産業振興の方向性を定めるビジョン策定
農林畜産業、商工業、観光の各分野で実施

クリーン農業推進事業 １４，７７０千円

環境保全型農業の推進
☆ 大規模乾燥施設改良事業

中山間地域等直接支払事業 １４４，２１９千円

急傾斜地  Ａ＝４７９．３ｈａ、緩傾斜地  Ａ＝５２８．８ｈａ  

棚田再生保存推進事業 ５９０千円

水田機能復元、棚田保存維持管理への助成

新飛騨食肉センター運営費助成 ４６，２５５千円

ＢＳＥ対策（頭部焼却費の一部助成）
経営安定化のための助成

☆ 農作物獣害防止対策事業 ３，０００千円

電気柵の設置に対し助成

有害鳥獣捕獲事業 １６，６００千円

被害が増加しているイノシシ等の捕獲

産直住宅建設促進事業 ４２０千円

県産材を使用して建築した住宅に対して助成

森林整備地域活動支援事業 １５６，３０５千円

森林の現況調査、地域における活動支援   ２，２００ｈａ→１５，６０６ｈａ

団体営土地改良事業 ６６，３００千円

12 



丹生川、国府地区の用水路、農道整備

県営土地改良事業 １５６，５０７千円

ふるさと農道緊急整備事業（高山・清見）
高山南部地区農道整備事業

☆ 中山間地域総合整備事業(南大野地区)
中山間地域総合整備事業(清見地区)
中山間ふれあい支援農道整備事業(上宝地区)　　ほか

林道開設・改良事業 ２４１，１００千円

ふるさと林道阿多粕・西洞線
ふるさと林道明宝・荘川線
駄吉線　　
八日町線　　ほか

農業用施設維持管理事業 ３５，６５０千円

水田営農推進対策事業 ９，９２０千円

☆ 新生産団地形成活動助成等

伝統的工芸品産業振興事業 １，６８０千円

後継者の育成支援

商店街機能強化事業 ２２，９００千円

空き店舗対策の継続助成（小規模出展者集合タイプｐｏｄなど）
☆ 新規空き店舗活用事業を予定

商店街駐車場利用促進
飛騨高山サマーフェスティバル助成
商店街電灯料助成

中心市街地活性化事業 １２，１００千円

空き店舗対策助成
シースルーシャッター等設置助成
まちなか活性化イベント助成

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し助成

首都圏等情報発信推進事業 ２５，７００千円

飛騨高山東京事務所による首都圏誘客促進、情報発信等
☆ 事務局体制の強化

☆ 合併記念事業 ６５，０００千円

高山祭屋台特別曳き揃え、雲南省雑技団高山公演
なんでも鑑定団出張鑑定大会、広さ日本一体感ツアー
21世紀夢ウィーク「新旧ロボット大集合」　ほか

☆ 市民活動支援事業 ２，２３０千円
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市民活動支援助成など

市民海外派遣事業 １５，０００千円

☆ 英語スピーチコンテスト及び公募による中高生、一般市民の海外派遣

国際観光都市の推進 １４，０５１千円

☆ 海外誘客キャンペーン(台北、昆明、広州)
外国語パンフレットの作成・配布

飛騨高山観光客誘致推進事業 ２３，２００千円

年間を通じた誘客イベント、キャンペーン等

飛騨高山クア・アルプ運営費助成 ２２，０００千円

☆ 観光施設管理運営 ５３２，９０７千円

飛騨民俗村のほか温泉施設、キャンプ場等

☆ スキー場管理運営 ５２４，８６７千円

飛騨高山スキー場、モンデウス、アルコピア

☆ 道の駅管理事業 ６４，６３２千円

☆ 地域振興特別事業 ６２７，６５７千円

各地域の特性保持及び地域振興のための事業
飛騨にゅうかわ宿灘まつり、日本一かがり火まつり　など

9 景気・雇用対策

融資対策事業 １，２２７，４８３千円
（預託金、保証料補給金、利子補給金）
中小企業融資（小口融資） ８４３，０００千円
中小企業経営安定特別資金 ２０，７００千円
特定商業集積整備地区店舗改装等資金 １１，０００千円
開業資金 ２２，７００千円
農業近代化資金利子補給 ２，００６千円
新規就農者支援資金利子補給 ２２２千円
農業経営基盤強化資金利子補給 ７５５千円
勤労者生活安定資金 １２０，０００千円
離職者生活安定資金 ２，５００千円
水洗便所等改造資金 １８０，０００千円

☆ 災害復旧支援特別融資利子補給等 ２４，６００千円

勤労者住宅資金融資事業 ２６０，０００千円

ベンチャー企業等創出事業への助成 １０，０００千円

地場産業活性化奨励事業への助成 １２，１５０千円

飛騨・高山暮らしと家具の祭典

※事業費ベース
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飛騨のクラフト展  ほか

若者定住促進事業への助成 ３１，０００千円

３５歳未満のＵＩＪターン就職者に対する家賃助成
限度額  １５，０００円／月

学卒者等支援事業 ９８０千円

新卒高校生向け「就職ガイダンス」の開催

10 教育文化対策

外国青年（英語指導助手）招致事業 ５３，８９０千円

英語指導助手　４人　→　１３人

教育研究所運営事業（教育改革等への対応） １７，６３５千円

教育研修センター、であい塾、ソフトウェアライブラリーセンター

心の教育推進事業 ２９，０００千円

保健相談員 小学校  ２０人､中学校　１２人

小学校低学年学級担任補助員加配事業 １３，１２０千円

低学年の児童数の多い学級に対して補助員を配置　

小・中学校パソコン教育推進事業 ８５，２９０千円

校内ＬＡＮ用パソコン及び周辺機器整備

特色ある学校教育活動推進事業（小・中学校） １１，６００千円

☆ 活動を推進するための提案制度の導入と助成額拡大

小中学校改築事業 ９５９，６００千円

☆ 三枝小学校屋内運動場改築
☆ 久々野中学校校舎改築
☆ 中山中学校校舎等設計

市民文化会館整備事業 ９５，５６０千円

空調設備改修ほか
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図書館運営事業 １５６，１８２千円

図書館運営を業務委託、図書整備　１３，０００冊増
郷土近代文学の調査研究等

☆ 文化伝承館管理事業 ４，８５０千円

茶道、華道、舞踊などの伝統文化の伝承施設として４月開館

文化財保護事業 ９６，７２３千円

伝統的建造物群保存地区修理修景
高山祭屋台保存修理

☆ 国宝・国指定重要文化財の防災設備保守点検補助　ほか

体育施設改修整備事業 ２６，４００千円

☆ 飛騨御岳高原高地トレーニングエリア環境整備

☆ 町内会集会施設整備助成 ４６，６００千円

片野町、国府町広瀬

11 行財政運営

庁舎維持修繕 ５４，１００千円

☆ ＩＰ電話回線整備
☆ 荘川支所建設事業設計委託

自治体職員協力交流事業 ６，４５０千円

中国麗江市から、２名の研修員を受け入れ

☆ まちづくり基金積立金 ４，０００，０００千円

合併特例債を活用

行政改革の推進

第４次高山市行政改革大綱を策定し行政改革を推進する
　人件費の削減

・職員定数の見直し　　　
・民間への委託等の推進

　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
・給与等の適正化
・情報公開推進
・職員研修・交流充実

健全財政の堅持

高山市中期財政計画に基づく計画的財政運営
行政評価システム、バランスシート、行政コスト計算書等の活用
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