
平成２８年度予算のポイント

　市制施行８０周年の記念すべき節目の年であり、飛躍が期待される平成２８年度の予算

は、高山市第八次総合計画の基本理念である市民と行政が「協働」してまちづくりに取り

組み、新たなまちの魅力や個性を「創造」し、将来につなげていくことができる「自立」

したまちを目指し、経済対策、環境対策、文化振興をキーワードに、さまざまな積極的施

策を盛り込み、各種施策にメリハリをつけて予算配分を行いました。

　特に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、大学連携によるサテライトキャ

ンパスの設置や、インターンシップの受入支援、ＵＩＪターン就職者に対する支援など、

若者の地元就労・定住を促進するほか、伝統的工芸品産業の後継者育成支援の拡充、飛騨

高山森の仕事人養成塾の開設など、産業を次世代に継承していくため、後継者育成支援の

充実を図ることとしています。

　さらに、環境対策として、自然エネルギー利用日本一の環境都市を目指し、新エネルギ

ー供給業に対する企業立地支援、自然エネルギー活用支援、木の駅プロジェクトの促進な

どの取り組みをすすめることとしています。

　また、市制施行８０周年記念事業として、高山祭屋台からくり競演や、高山駅自由通路

完成イベント、こどもたちによる未来創造会議の開催、自治体ＰＲ映像の制作、飛騨高山

文化芸術祭、ウルトラマラソンなど、さまざまな記念イベントを予定しています。

○ 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

46,900,000 46,000,000 900,000 2.0

27,418,200 27,148,900 269,300 1.0

3,418,900 3,002,900 416,000 13.9

77,737,100 76,151,800 1,585,300 2.1

○一般会計は、前年度に比べ９億円、２．０％の増

○特別会計は、８事業で前年度に比べ１．０％の増

○企業会計は、前年度に比べ１３．９％の増

○全体では、前年度に比べ２．１％増の積極予算

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

13,275,402 13,309,959 △ 34,557 △ 0.3

500,000 500,000 0 0.0

15,000 25,000 △ 10,000 △ 40.0

80,000 50,000 30,000 60.0

50,000 5,000 45,000 900.0

1,560,000 1,460,000 100,000 6.8

25,000 25,000 0 0.0

100,000 70,000 30,000 42.9

30,000 30,000 0 0.0

14,000,000 15,200,000 △ 1,200,000 △ 7.9

10,000 10,000 0 0.0

521,533 488,501 33,032 6.8

526,780 531,446 △ 4,666 △ 0.9

5,879,500 5,894,817 △ 15,317 △ 0.3

3,620,510 2,988,943 631,567 21.1

372,711 428,532 △ 55,821 △ 13.0

6,005 6,005 0 0.0

1,941,473 859,948 1,081,525 125.8

100,000 100,000 0 0.0

2,135,086 2,201,849 △ 66,763 △ 3.0

2,151,000 1,815,000 336,000 18.5

46,900,000 46,000,000 900,000 2.0

○ 市税は、景気動向や税制改正の影響を踏まえ０．３％の減

固定資産税　約８千万円の減、軽自動車税　約５千万円の増

○ 地方消費税交付金は、地方消費税率引上げの平年度化により６．８％の増

○ 地方交付税は、国の地方財政対策と合併特例期間の終了の影響を踏まえ１２億円減

普通交付税　１２８億円、　特別交付税　１２億円

○ 著大事業に基金を活用

駅周辺土地区画整理事業に５億円（夢・まちづくり基金）

○ 市債は、過疎対策事業債を活用

過疎債　５億３千万円、　臨時財政対策債　１６億円

繰越金

諸収入

市債

計

地方特例交付金

地方交付税

分担金及び負担金

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

交通安全対策特別交付金

区分

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

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金
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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

316,810 344,497 △ 27,687 △ 8.0

5,989,129 5,715,569 273,560 4.8

13,018,667 12,742,038 276,629 2.2

2,718,394 2,659,634 58,760 2.2

3,188,781 2,351,703 837,078 35.6

3,261,476 3,311,314 △ 49,838 △ 1.5

7,842,147 7,831,122 11,025 0.1

1,576,763 1,596,309 △ 19,546 △ 1.2

3,923,766 3,566,111 357,655 10.0

115,500 79,500 36,000 45.3

4,898,567 5,752,203 △ 853,636 △ 14.8

50,000 50,000 0 0.0

46,900,000 46,000,000 900,000 2.0

○ 総務費は、久々野支所建設事業費、市民文化会館整備基金への積み立て等の増により

４．８％の増

○ 民生費は、放課後児童クラブの対象学年拡大や、私立保育所児童保育委託料等の増に

より２．２％の増

○ 農林水産業費は、集出荷施設等整備費助成事業費や、豪雪による倒木処理対策等の増

により３５．６％の増

○ 商工費は、創業支援事業費や、若者支援定住促進事業費が増となるものの、融資預託

金の減により１．５％の減

○ 教育費は、小中学校大規模改修事業費、飛騨高山文化芸術祭開催事業費等の増により

１０％の増

○ 公債費は、市債借入の抑制や利率見直しの実施効果により１４．８％の減

計

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

予備費

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

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

19,679,903 20,559,201 △ 879,298 △ 4.3

人件費 6,898,596 7,057,708 △ 159,112 △ 2.3

扶助費 7,882,740 7,749,290 133,450 1.7

公債費 4,898,567 5,752,203 △ 853,636 △ 14.8

9,001,951 7,728,136 1,273,815 16.5

18,218,146 17,712,663 505,483 2.9

物件費 6,127,623 5,965,037 162,586 2.7

維持修繕費 832,780 830,420 2,360 0.3

補助費等 4,516,749 4,217,341 299,408 7.1

積立金 877,020 754,143 122,877 16.3

投資及び出資金 130 129 1 0.8

貸付金 1,577,000 1,670,000 △ 93,000 △ 5.6

繰出金 4,236,844 4,225,593 11,251 0.3

その他 50,000 50,000 0 0.0

46,900,000 46,000,000 900,000 2.0

○ 義務的経費は、４．３％の減

　人件費は、職員数の削減、退職手当の減により２．３％の減

　　職員数　　８４１人（Ｈ２７当初）　→　８３７人　　△４人

　扶助費は、私立保育所児童保育委託料等の増により１．７％の増

　公債費は、市債借入の抑制等により１４．８％の減

　　市債残高　６３６億円（Ｈ２７末）　→　５９５億円　　△４１億円

　 （全会計）

○ 投資的経費は、駅周辺土地区画整理事業費等の増により１６．５％の増

○ 一般行政経費は、事務経費の縮減を図ったものの、ふるさと寄附贈呈品、

市民文化会館整備基金積立金等の増により２．９％の増

区分

義務的経費

投資的経費

一般行政経費

計
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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

11,865,000 12,070,000 △ 205,000 △ 1.7

477,700 475,500 2,200 0.5

3,289,500 3,147,000 142,500 4.5

31,200 31,000 200 0.6

388,800 399,400 △ 10,600 △ 2.7

635,000 640,000 △ 5,000 △ 0.8

9,497,400 9,207,000 290,400 3.2

108,600 100,000 8,600 8.6

1,125,000 1,079,000 46,000 4.3

27,418,200 27,148,900 269,300 1.0

○ 国民健康保険事業事業勘定は、被保険者数の減により１．７％の減

○ 下水道事業は、宮川終末処理場汚泥焼却設備更新の増により４．５％の増

○ 学校給食費は、児童生徒数の減により２．７％の減

○ 介護保険事業は、保険給付費等の増により３．２％の増

○ 後期高齢者医療事業は、広域連合納付金の増により４．３％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

3,418,900 3,002,900 416,000 13.9

○ 基幹管路等耐震化事業の増により１３．９％の増

下水道事業

地方卸売市場事業

水道事業

農業集落排水事業

介護保険事業

観光施設事業

後期高齢者医療事業

計

区分

学校給食費

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）
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平成２８年度重点事業
☆は、新規・拡大事業及び著大事業

1 魅力と活力にあふれるまち（産業・労働分野）

○ 観光・海外戦略

☆ 飛騨高山応援事業 ２，４００千円

飛騨高山「めでたの会」の会員募集ＰＲ

観光宣伝推進事業 １４，３００千円

観光パンフレット、散策マップ等の作成

飛騨高山観光客誘致推進事業 ２６，０００千円

年間を通じた誘客イベント、キャンペーン
ツーリズムEXPOへの出展、観光大学の開催、教育旅行の誘致

☆ 高山祭屋臺からくり競演ほか（市制施行８０周年記念事業）

観光協会等助成事業 １７６，５６３千円

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
☆ 大学生等の合宿に対する助成

観光関係団体の観光宣伝事業等に対する助成
観光イベント開催に対する助成

観光振興事業 ２１，３３０千円

広域連携による北陸新幹線開業特別誘客事業
芸妓育成に対する助成

☆ バリアフリー観光の推進

飛騨高山ウルトラマラソン開催事業費 ２，０００千円

☆ 第５回飛騨高山ウルトラマラソンの開催

観光施設運営事業 ２６３，８８３千円

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）
新穂高センターの運営

☆ 飛騨民俗村旧田中家耐震改修　ほか

スキー場運営事業 １２０，４５３千円

飛騨高山スキー場、モンデウス、アルコピアの管理運営

海外戦略推進事業 ５３，５００千円

海外戦略に基づく誘客、販売、交流の促進
職員戦略派遣（パリ、香港、外務省ほか）
海外現地プロモーション（欧州、北米、東南アジアほか）
海外エージェント等招へい（中国、イスラエルほか）
外国人観光客観光ガイドの配置
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
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☆ 外国人観光客受入体制の強化
（乗継案内映像制作、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの提供）

☆ 海外戦略顧問の設置

国際交流事業 ３１，９８０千円

市民海外派遣、国際交流員招致
自治体職員協力交流（中国、ウルバンバ郡）

☆ 国際交流ウィーク（市制施行８０周年記念事業）

○ 商工業・労働

飛騨高山ブランド戦略推進事業 ２８，７７０千円

メイド・イン・飛騨高山認証制度
飛騨高山フェアの開催
新商品開発、見本市出展等のブランド展開に対する助成

☆ 飛騨高山ブランドのＰＲ映像の制作（市制施行８０周年記念事業）

東京事務所運営事業 ９，３３４千円

東京事務所による情報発信機能等の強化
☆ 政策顧問の設置

物産宣伝推進事業 １８，０２０千円

飛騨高山展の開催

伝統的工芸品産業等振興事業 ５１，５６５千円

飛騨高山の名匠の認定
☆ 伝統的工芸品産業後継者育成に対する助成

商店街振興事業 ５，０００千円

商店街リバーサイド修景に対する助成

中心市街地活性化事業 ６８，１００千円

まちづくり会社との連携によるまちなかの賑わい創出

産学金官連携促進事業 ２，０００千円

産学金官連携・異業種交流による研究、開発に対する助成

創業支援事業 ７４，５００千円

県保証協会創業支援資金融資預託金
創業支援資金融資利子・保証料補給金
県制度融資の借入れに対する助成

☆ 特定創業支援を受けた起業者に対する助成

中小企業融資事業 １，２６０，４００千円
県保証協会小口融資預託金
県保証協会中小企業経営安定特別資金融資預託金
中小企業資金融資利子・保証料補給金
県制度融資等の借入れに対する助成
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企業誘致対策事業 ２１１，０００千円

☆ 企業立地に対する助成（新エネルギー供給業・本社機能移転を対象に追加）
県内都市と連携した企業展出展による誘致活動

道の駅等管理事業 ６４，４４５千円

若者定住促進事業 ９１，４５０千円

☆ ３５歳未満のＵターン就職者に対する奨励金
３５歳未満のＵＩＪターン就職者に対する家賃助成

☆ ３５歳未満のＵＩＪターン就職者の奨学金返済に対する助成

事業所内保育施設運営費等助成事業 １０，０００千円

中小企業事業所内保育施設の運営に対する助成

勤労者融資事業 ４０８，７００千円
勤労者生活安定資金融資預託金
勤労者住宅資金融資預託金
育児介護休業資金融資利子補給金
勤労者生活安定資金融資保証料補給金

雇用促進事業 ４，４３０千円

新卒高校生向け「就職ガイダンス」の開催
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

☆ インターンシップ受入事業者に対する助成

○ 農林畜産業

営農推進対策事業 ２４，３３０千円

農業経営体等への農地集積協力者に対する助成
水稲病害虫共同防除に対する助成

☆ 県産材を使用した菌床しいたけブロックの購入に対する助成

農作物獣害防止対策事業 １５６，６６０千円

鳥獣被害防止柵設置に対する助成　　
有害鳥獣の捕獲、捕獲技術者の育成
捕獲わなの製作
モンキードッグ育成に対する助成
捕獲鳥獣活用に対する助成

☆ ニホンジカの個体数調整捕獲

農業制度資金等利子補給事業 ２，４５１千円

新規就農者等育成支援事業 ７５，５８０千円

新規就農者の農地賃借料に対する助成
就農体感ツアー、就農移住相談会
就農希望者に対する実践的な農業研修の支援
４５歳未満の独立・自営就農者に対する助成

☆ 親元に就農する農業後継者等に対する助成
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地域特産物振興助成事業 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 ４，０００千円

農業の６次産業化（生産・加工・販売）の取り組みに対する助成

農業施設等整備費助成事業 ５８，１００千円

雨よけハウス、農業用機械導入等に対する助成

☆ 集出荷施設等整備事業費助成事業 ７１２，８００千円

トマト集出荷施設の整備に対する助成

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

環境保全型農業推進事業 ２，５００千円

有機農業など環境保全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 １７５，３００千円

急傾斜地  ５７９．４ｈａ、緩傾斜地  ６８６．４ｈａ  

耕作放棄地対策事業 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

農村環境多面的機能向上事業 ２４７，４２０千円

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

土地改良事業 １１１，８０９千円

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）
中山間地域総合整備事業(東高山地区)
中山間地域総合整備事業(西高山地区)
県営かんがい排水整備事業（上野平・宮川右岸用水）

☆ 県営かんがい排水整備事業（四ヶ村用水）

農業用施設維持管理事業 ５１，０００千円

森林整備地域活動支援事業 １５，０８０千円

森林経営計画作成、作業路の修繕等に対する助成
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緑の保全事業 ２０２，１５０千円

市有林の長期経営委託による森林施業の推進
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

☆ 豪雪による倒木処理に対する助成

森林被害対策事業 １，４００千円

カシノナガキクイムシの駆除、予防

林業担い手育成事業 ８，０５０千円

広葉樹林施業技術者の育成
☆ 飛騨高山森の仕事人養成塾の開設

林道整備事業 ３４，５９０円

林道八幡高山線宮・高山区間開設
林道双六瀬戸線改良ほか

匠の家づくり支援事業 ３０，５９０千円

市産材を利用した住宅建築等に対する助成

繁殖牛舎等整備費助成事業 １２，０００千円

☆ 繁殖牛舎等の整備に対する助成（対象施設の拡充）

優良飛騨牛固定推進事業 ４２，０７０千円

優良雌牛・優良乳用牛の保留導入・増頭対策に対する助成

飛騨食肉センター助成事業 ４２，５５０千円

ＢＳＥ対策、肉豚出荷等に対する助成

家畜改良推進事業 １，９８０千円

☆ 第１１回全国和牛能力共進会出品への奨励

2 環境と調和した地球にやさしいまち（環境・景観分野）

○ 地球環境

自然エネルギー普及促進事業 １００，４００千円

ペレットストーブ、ペレットボイラー等の購入助成
☆ 木の駅プロジェクト、地域通貨の普及促進

　中間集積所の活用による未利用間伐材の搬出促進
☆ 地域団体の自然エネルギー活用に対する支援
☆ 小水力発電アイデアコンテストの開催

森林づくり交流推進事業 ５，３５０千円

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）
みなとモデル二酸化炭素固定認証制度の推進（港区）
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生物多様性保全推進事業 ９，１５５千円

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

自然公園等管理事業 ８６，９７１千円

乗鞍山麓五色ヶ原の森、登山道等の保全・管理
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

☆ 乗鞍山麓五色ヶ原の森　新規ルート、冬季ルートの開設準備
☆ 自然公園ガイドツアー（市制施行８０周年記念事業）

緑地保全推進事業 １７，８００千円

市街地を囲む里山、緑地の保全契約者に対する助成
里山の購入

○ 生活環境

生活環境保全事業 １０，９９０千円

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、土壌中放射性物質調査、自動車騒音調査
アスベスト含有調査、除去対策に対する助成

ごみ処理事業 ５７８，３４６千円

可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみのステーション収集
ごみ焼却、埋立
無料可燃ごみ処理券回収の奨励

資源化推進事業 １６５，２８８千円

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助成
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

○ 景観

景観保全奨励事業 ３４，９１３千円

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

☆ 東山寺院群至宝めぐり（市制施行８０周年記念事業）

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
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3 生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち（教育・文化分野）

○ 学校教育

外国青年（外国語指導助手）招致事業 ６０，９８２千円

外国語指導助手　１３人

教育研究所運営事業 ８，０１５千円

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
英語教育の推進

☆ 人権教育の推進

特別支援教育推進事業（障がい児等看護支援事業） ７９０千円

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訪問看護等に対する支援

心の教育推進事業 ５７，４８０千円

☆ 障がい児がともに学ぶための個別支援
個別シートを活用した指導体制の強化
保健相談員の配置
スクールカウンセラーの派遣

教育機器整備事業 １０４，９１０千円

教育用情報システムの維持管理
教材備品の購入

図書教育推進事業 ７２，５００千円

学校図書購入

郷土教育推進事業 １５，８１０千円

各小中学校の特色を活かした学校活動に対する助成
外部講師の活用による授業の充実
子どもの個性・能力・創造性を伸ばすキャリア教育の推進

☆ 社会科副読本「飛騨の高山」の刷新

高等教育等支援事業 ７，１００千円

高山自動車短期大学の学生募集に対する助成ほか

スクールバス購入事業 ３６，０００千円

☆ 外国人による日本語弁論大会（市制施行８０周年記念事業） ２，４００千円

☆ 小中学校大規模改修事業 ６９７，０００千円

本郷小学校校舎、清見中学校校舎の改修
屋内運動場非構造部材耐震改修（三枝小・本郷小）
久々野小学校プール改修設計
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学校給食機器等整備事業 １２，０００千円

給食配送車両更新（本郷センター）

○ 生涯学習・スポーツ

生涯学習推進費 ５，２６０千円

生涯学習講座の開催
子ども夢創造事業（ものラボワークショップほか）
家庭教育充実事業

図書館管理事業 １７８，８８０千円

煥章館、分館の運営

市民憲章推進事業 １０，０００千円

花いっぱい運動の推進

スポーツ推進事業 １８，４７７千円

子ども夢創造事業（トップアスリートの招へいほか）
☆ ふるさと発見てくてくウォーキング（市制施行８０周年記念事業）

体育施設管理事業 ２６２，９０２千円

☆ 中山テニスコートの人工芝整備

高地トレーニング強化拠点施設活用事業 ２１，９３４千円

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
広域連携による高地トレーニングエリアの利用促進

○ 文化芸術・歴史文化

文化会館管理事業 １２７，０００千円

文化会館外壁改修ほか

文化芸術振興事業 ６０，９４０千円

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）
文化活動に対する助成
市美術展覧会の開催
飛騨高山現代木版画展の国際公募
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

☆ 飛騨春慶弦楽器イタリア演奏会（市制施行８０周年記念事業）
☆ 全国削ろう会飛騨高山大会に対する助成

☆ 飛騨高山文化芸術祭開催事業 ５０，０００千円

第２回飛騨高山文化芸術祭の開催（市制施行８０周年記念事業）
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文化財保護事業 １５０，８１７千円

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
遺跡発掘調査
歴史街道の整備（尾張街道）
ふるさと伝承記録
指定文化財保存修理
高山祭屋台保存技術継承者育成等に対する助成

市史編纂事業 ９，９３４千円

資料収集、執筆
市史発刊

飛騨高山まちの博物館管理事業 ４５，７１６千円

飛騨高山まちの博物館管理運営
☆ 市制施行８０周年記念特別展

伝統文化交流拠点施設整備事業 ２０，２４０千円

旧森邸（旧図書館）を飛騨高山まちの博物館と一体となった
交流拠点として整備

4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち（福祉・保健分野）

○ 地域福祉・障がい者福祉

総合相談支援事業費 ２１，６１０千円

福祉サービス総合相談支援センターの運営
（一般相談、生活困窮者相談、障がい児者相談）

結婚支援事業 ６，５００千円

☆ 大都市圏独身女性との交流イベント開催
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

安全安心快適なまちづくり事業 ２，０００千円

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

障がい者就労支援事業 ２７，０００千円

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 ２８，３０１千円

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
重度障がい者タクシー利用費助成、介助用自動車購入等助成
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障がい福祉サービス給付事業 １，６１７，６００千円

障がい者居宅介護等事業給付
障がい者短期入所事業給付
障がい者療養介護等給付
障がい者自立訓練給付
障がい者就労支援給付事業
障がい者共同生活援助事業給付
障がい者生活介護等事業給付
地域移行等支援給付

地域生活支援事業 ５５，１７０千円

地域活動支援センター機能強化
福祉ホームむらやま（精神）に対する助成
障がい者居宅介護等事業給付
身体障がい者訪問入浴
日常生活用具給付
自動車改造助成等
成年後見制度利用支援
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

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

福祉医療 ９００，０００千円

子ども医療（義務教育修了まで医療費全額無料）
母子父子家庭医療
重度等障がい者医療

臨時福祉給付金給付事業 ７５，０００千円

市民税が課税されない人を対象　３，０００円
障害基礎年金、遺族基礎年金受給者を対象　３０，０００円

○ 児童福祉

子育て支援金給付事業 ９０，０００千円

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 １，５００千円

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 １，５２０，０００千円

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
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児童扶養手当給付事業 ３３０，０００千円

ひとり親家庭等の児童の養育者に対し支給

障がい児通所支援事業 ２７８，０１０千円

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

つどいの広場運営事業 ８，７３０千円

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

☆ 放課後児童健全育成事業 １２６，８２０千円

放課後児童クラブ　１８クラブ
対象学年を全学年に拡大

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長期休暇期間中の体験学習

母子父子福祉推進事業 ４，３５６千円

母子寡婦福祉会に対する助成
母子父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 ４，７４０千円

乳幼児家庭教育
子育てサークルが行う保育サービス等に対する助成

☆ サポートブックの配付

保育サービスの充実 １，８７０，４００千円

子ども・子育て支援制度に基づく保育の質の改善
地域型保育事業（小規模保育）の実施

☆ 保育補助者の配置に対する助成 ４，５００千円

保育料軽減事業（公立、私立） ５７４，０８０千円

軽減率  　第１子　３０％～６３％
　　　　　第２子　７５％～８７％
　　　　　第３子以降無料

私立幼稚園就園奨励助成事業 ６９，０００千円

保育料の軽減
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病児保育事業 １４，１２０千円

病気回復期の児童を対象にした専用施設での保育

児童福祉施設整備費助成事業費 ５，０００千円

新規事業所開設に伴う備品整備

☆ 子育て住環境整備事業費 ２０，０００千円

子育て家庭の多世代同居に対する助成

児童センター等運営事業費 １０５，６０１千円

国府児童館建設

○ 高齢者福祉

高齢者在宅生活支援事業 ３，３００千円

　　軽度生活援助
　　寝具洗濯乾燥サービス
　　短期入所付加サービス
　　低所得者利用負担軽減対策
　　日常生活用具給付

外出支援事業 ２３，４００千円

福祉有償運送委託、地域乗合バス利用費助成

高齢者いきがいづくり推進事業費 ４５，１０５千円

老人健康農園
老人クラブ活動費助成
温泉保養施設利用助成（利用料金の一部、２０回分を助成）
敬老祝品贈呈

高齢者等住宅改造助成事業 ３２，８３０千円

介護保険事業 ９，４９７，４００千円

保険給付事業
地域包括支援センターの委託
☆緊急時の連絡体制の強化（２４時間電話対応）
☆認知症に対する支援
地域支援事業
☆介護予防・生活支援サービス、介護予防ケアマネジメント
☆一般介護予防事業
　家族介護用品、介護者慰労金支給
　徘徊高齢者探索、緊急通報システム
　成年後見制度利用支援
　高齢者配食サービス
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○ 保健・医療

健康づくり推進事業 ３，６２１千円

一般健康相談、健康まつり　ほか

こころの健康支援事業 ３９０千円

メンタルヘルスチェック

健康診査事業 ２３９，１７３千円

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）
　大腸がん検診（一定年齢到達者の無料化）

感染症対策事業 ２３７，５４７千円

定期予防接種、感染症対策備蓄物資の購入

母子保健事業 １１８，２５５千円

一般不妊治療に対する助成
☆ 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
生後４ヶ月までの乳児家庭への訪問

養育医療給付事業 ４，０１０千円

入院が必要な未熟児の養育に対する給付

救急医療対策事業 １０２，０５４千円

休日診療所の運営
２４時間電話医療相談
在宅当番医制、病院群輪番制病院運営に対する助成
救命救急センターの運営等に対する助成

医師確保等支援事業 １２６，５８０千円

非常勤医師の確保、高度医療機器の整備、院内保育の
運営、臨床研修医の募集等に対する助成

☆ 三次周産期医療体制の確保

中核病院整備費助成事業 ２００，０００千円

久美愛厚生病院建設事業に対する助成

国民健康保険事業 １２，３４２，７００千円 (１２，５４５，５００千円)

医療給付、保健事業
直営診療所の運営

後期高齢者医療事業 １，９１５，５００千円

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
歯科健診
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5 安全で安心して快適に住めるまち（基盤・安全分野）

○ 土地利用

☆ 駅周辺土地区画整理事業 ３，０３３，７７８千円

自由通路等整備工事
駅周辺整備事業自由通路展示物の製作
高山駅前広場等整備事業　ほか
自由通路完成式典（市制施行８０周年記念事業）

☆ 空家等調査の実施 １３，０００千円
空家等の調査、空家等対策計画の策定

地籍調査事業 １３０，０００千円

○ 道路・交通

道路橋りょう維持修繕事業 ４６８，０００千円

道路修繕、私道修繕、側溝修繕、舗装修繕、道路原因者工事、橋りょう修繕
道路防災点検

橋りょう耐震補強事業 ３６２，０００千円

柳橋（継続費）、栗尾橋（継続費）、百合見橋（継続費）
和合橋、山田１号橋、龍音橋、割塚橋、巌橋

道路新設改良事業 ４６７，４３４千円

千島松本線
千島線
西之一色３４号線（金森橋）
上切中切２号線
村上田頃家線（村上橋）

街路整備事業 ５２９，５４０千円

街路西之一色花岡線
街路高山駅東口線

バリアフリー対策事業 ９０，０００千円

歩車共存型道路整備（日枝花里線）

除雪対策事業 ５６６，２００千円

道路、歩道除雪
流雪溝設置（名田神明線）

☆ 除雪車両購入

総合交通対策事業 ２０３，７９４千円

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
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○ 住宅公園

建築物耐震対策事業 ４７，５１０千円

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
住宅等の耐震補強工事に対する助成

公園管理事業 １２０，１７８千円

都市公園等の維持管理・修繕

市営住宅管理事業 １１０，１５８千円

市営住宅の維持管理
市営住宅の施設修繕

○ 上下水道

水道施設改良事業 ９５９，８００千円

☆ 基幹管路耐震化、老朽管の更新

下水道管きょ建設事業 ２５６，８６１千円

管きょ整備
国府町（三川）、奥飛騨温泉郷（中尾）

下水道処理施設建設事業 ３５６，９４１千円

☆ 宮川終末処理場汚泥焼却設備更新

農業集落排水施設建設事業 ３９，７１３千円

農業集落排水施設長寿命化整備

浄化槽設置助成事業 ２５，０００千円

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 １９２，７５９千円

環境センター、久々野衛生センターの維持管理

○ 情報

情報施設整備事業 ４０，５２５千円

☆ 高地トレーニングエリアの通信環境整備

電子市役所推進事業 ３５９，９１５千円

総合行政事務電算委託
社会保障・税番号制度システムの整備
証明書コンビニ交付運営費負担金
岐阜情報スーパーハイウェイ運営費負担金
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議会の公開 １４，８５０千円

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 １０５，２７４千円

広報たかやま発行
ＣＡＴＶ放送番組の制作
ＦＭ放送番組の制作

☆ 自治体ＰＲ映像の制作（市制施行８０周年記念事業）

個人番号カード発行事業 ８，３６８千円

○ 防災・安全・消防

災害対策事業 １７０，９２０千円

総合防災訓練
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
自動起動防災ラジオの設置に対する助成

☆ 道路沿線立木の伐採によるライフライン保全対策
☆ 無人航空機（ドローン）の導入
☆ 防災備蓄物資の購入（スターリングエンジン付きストーブほか）

交通安全対策事業 ３６，６４６千円

防護柵、道路反射鏡、区画線整備

子どもの安全対策事業 ９，３８０千円

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 １３１，２００千円

高規格救急車更新　１台
消防団車両更新　３台
耐震性防火水槽設置　２基

☆ 消防団防火衣、雨衣の購入

6 みんなでつくる持続可能なまち（協働・行政分野）

○ 協働

地域づくり活動支援事業 ２７７，６２０千円

☆ 協働のまちづくり支援金
町内会防犯灯の改修等に対する助成

☆ まちづくり協議会の活動ＰＲ映像の制作（市制施行８０周年記念事業）

21



市民活動支援事業 ４，７００千円

市民活動支援

男女共同参画推進事業 １，２０２千円

ワークライフバランスの推進

政策検討市民委員会 ３００千円

○ 交流

移住交流促進事業 ８，９７０千円

ふるさと体験住宅の活用
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空家家賃・空家購入改修に対する助成

平和推進事業 ７，８５０千円
☆ 平和シンポジウム（市制施行８０周年記念事業）
☆ 平和都市宣言

都市交流促進事業 １，３２０千円

○ 行財政運営

第八次総合計画基本計画の推進

高山市第六次行政改革大綱に基づく行政改革の推進

市民とともに進める自治体経営
効率的・効果的な行政運営の推進
組織・人事管理の充実
公有財産の適正な管理　
財政の健全性の確保

☆ 庁舎整備事業 １９２，１００千円
久々野支所建設

☆ 大学連携事業 ２，０００千円
大学連携アドバイザーの設置
サテライトキャンパスの設置

☆ ふるさと寄附推進事業 １０７，２７０千円
ふるさと寄附贈呈品の充実

☆ 市制施行８０周年記念式典 ９，８００千円
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平成２８年度高山市当初予算「新規・拡充事業」

【誘客の推進】
　飛騨高山応援事業 ［企画課］

　　飛騨高山「めでたの会」の会員募集ＰＲ 2,400千円

　外国人観光客受入体制の強化 ［海外戦略課］

　　無料Ｗⅰ－Ｆｉ環境サービスエリアの拡大 1,400千円

　　空港から高山までの旅行経路映像制作 1,500千円

　バリアフリー観光の推進 ［観光課］

　　バリアフリー観光窓口の開設等に対する助成 1,000千円

　コンベンション開催支援補助金の拡大
　　大学生等のゼミ合宿を助成対象に追加 2,500千円

【産業の振興】
　伝統的工芸品産業後継者育成に対する助成 ［商工課］

　　事業所に月５万円、研修生に月１２万円を助成　（最大５年間） 12,480千円

　企業誘致対策事業
　　新エネルギー供給業・本社機能移転を助成対象に追加 210,000千円

　若者定住促進
　　３５歳未満のＵＩＪターン就職者の奨学金返済に対する助成 24,000千円

　　　月２万円、最大５年間

　雇用促進事業
　　インターンシップ受入事業者に対する助成 1,200千円

【農林畜産業の振興】 ［農務課］

　ニホンジカの個体数調整捕獲 9,000千円 ●

　集出荷施設整備費助成事業 712,800千円 ●

　　トマト集出荷施設の整備に対する助成

［畜産課］

　第１１回全国和牛能力共進会出品への奨励 1,000千円

　飛騨高山森の仕事人養成塾の開設 ［林務課］

　　林業を志す就業希望者を募集し３年間研修 5,700千円

【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］

　　木の駅プロジェクト、地域通貨の普及促進 2,000千円

　　（中間集積所の活用による未利用間伐材の搬出促進）

　　地域団体の自然エネルギー活用に対する支援 67,400千円

　　小水力発電アイデアコンテストの開催 1,000千円

　優れた自然資源の積極的活用
　　乗鞍山麓五色ヶ原の森　新規ルート、冬季ルートの開設準備 7,050千円 ●

　景観にふさわしい看板設置等に対する助成 ［都市整備課］

　　駅周辺における景観にふさわしくない看板の撤去・改修の促進 6,600千円 ●

●印は国県支出金あり

 新 

 新 

 新 

 新 

産業・労働   ～魅力と活力にあふれるまち～ 

環境・景観   ～環境と調和した地球にやさしいまち～ 

 新 

 新 

 新 
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【教育・スポーツの振興】
　小中学校大規模改修事業 ［教育総務課］

　　本郷小学校校舎、清見中学校校舎 636,000千円 ●

　心の教育推進事業 ［学校教育課］

    障がい児がともに学ぶための個別支援 6,600千円

　郷土教育推進事業
　　社会科副読本「飛騨の高山」の刷新 2,200千円

　体育施設管理事業 ［スポーツ推進課］

　　中山テニスコートの人工芝整備 87,000千円

【文化芸術の振興】
　文化振興支援事業 ［生涯学習課］

　　飛騨春慶弦楽器イタリア演奏会の開催 6,000千円

　美術展覧会等開催事業
　　飛騨高山現代木版画展の国際公募 900千円

　飛騨高山文化芸術祭開催事業
　　第２回飛騨高山文化芸術祭こだま～れ２０１６の開催 50,000千円

【地域福祉】
　新たな結婚支援 ［福祉課］

　　農家等と田舎暮らしに憧れる大都市圏の女性をつなぐ新たな結婚支援 3,000千円

　サポートブックの配付 ［子育て支援課］

　　こどもの心身の成長の様子を記録するサポートブックの作成 500千円

【臨時福祉給付金】
　臨時福祉給付金の給付 ［福祉課］

　　市民税が課税されない人を対象　３，０００円 75,000千円 ●

　　障害基礎年金、遺族基礎年金受給者を対象　３０，０００円

【少子化対策の推進】
　特定不妊治療費助成回数の確保 ［健康推進課］

　　４３歳未満の方を対象（通算１０回） 15,000千円

　放課後児童クラブの充実 ［子育て支援課］

　　１８クラブ開設、対象学年を全学年に拡大 126,820千円 ●

　　夏の暑さ対策として空調設備の整備

　保育サービスの充実
　　保育補助者の配置に対する助成 4,500千円 ●

　国府児童館の整備（継続費　Ｈ２８～２９） 35,000千円 ●

　多世代同居の促進 20,000千円

　　子育て家庭の多世代同居のための住宅の新築・改修に対する助成

　　　補助率1/2　上限100万円

 新 

 新 

教育・文化   ～生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち～ 

福祉・保健   ～やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち～ 

 新 

 新 

 新 

 新 

 新 

 新 

 新 

24 



【空家等対策】 ［都市整備課］

　空家等の調査、空家等対策計画の策定 13,000千円 ●

【駅周辺土地区画整理事業】
　駅周辺整備事業自由通路整備 ［駅周辺整備課］

　　全体事業費　約４１億円　（平成２８年度完成予定） 1,770,000千円 ●

　駅周辺整備事業自由通路展示物の製作
　　全体事業費　約１．２億円　（平成２８年度完成予定） 70,000千円 ●

　高山駅前広場等整備事業
　　全体事業費　約１１．４億円　（平成２９年度完成予定） 425,000千円 ●

【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 529,540千円 ●

【上下水道施設整備事業】 ［上水道課］

　水道施設改良事業 959,800千円 ●

　　基幹管路等の耐震化整備

　宮川終末処理場改造事業 355,000千円 ●

　　汚泥焼却設備更新

【防災対策の推進】 ［危機管理室］

　防災備品の充実 8,800千円

　　スターリングエンジン付きストーブ３台、ロケットストーブ２０台

　　無人航空機（ドローン）の導入

　ライフラインの保全対策 29,000千円 ●

　　道路沿線立木の伐採

［建設課］

　柳橋、百合見橋ほか６橋りょうの耐震補強 362,000千円 ●

【情報化の推進】
　情報通信環境の整備 ［スポーツ推進課］

　　高地トレーニングエリアへの通信環境整備 35,000千円 ●

［管財課］

　久々野支所庁舎の整備（継続費　Ｈ２８～２９） 192,100千円 ●

　大学連携事業 ［企画課］

　　大学連携アドバイザーの設置 2,000千円

　　サテライトキャンパスの設置

　ふるさと寄附の推進
　　ふるさと寄附贈呈品の充実 107,270千円

 新

 新 

基盤・安全   ～安全で安心して快適に住めるまち～ 

協働・行政   ～みんなでつくる持続可能なまち～ 

市制施行８０周年記念事業 

 新 

 新 

 新

 新 

 新 

 新 
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【記念式典】 ［秘書課ほか］

　市制施行８０周年記念式典 9,800千円

【シンボル事業】 ［観光課］

　高山祭屋臺からくり競演（4/29～30） 10,000千円

　高山駅自由通路完成式典 ［駅周辺整備課］

1,500千円

【特別事業】
　まちづくり協議会の活動ＰＲ映像の制作 ［市民活動推進課］

6,100千円

　国際交流ウィーク ［海外戦略課］

　　デンバー、麗江、シビウ、ウルバンバ、コルマールの紹介 1,000千円

　外国人による日本語弁論大会 ［教育総務課］

　　外国人が日本の社会や文化などをテーマに日本語でスピーチ 2,400千円

　地域の魅力やお宝をめぐるウォーキングツアー ［都市整備課、スポーツ推進課ほか］

　　文化財観覧やご朱印集めの要素を加えた東山寺院群至宝めぐり 1,000千円

　　各地域の魅力や宝を巡るふるさと発見てくてくウォーキング 1,000千円

　　自然公園ガイドツアー 800千円

　飛騨高山ブランドのＰＲ映像の制作 ［ブランド戦略課］

3,000千円

　市制施行８０周年記念特別展 ［文化財課］

　　市制施行８０年を祝賀する記念展の開催 500千円

 新 

 新 

市制施行８０周年記念事業 
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