
平成２９年度予算のポイント

　平成２９年度は、第八次総合計画の３年目、前期の実施計画の中間年にあたり、「人・

自然・文化がおりなす　活力とやさしさのあるまち　飛騨高山」の実現に向けた取り組み

を確実なものとし、しっかりと継続させていくために重要な年であります。市制施行８０

周年を迎えた高山市が、これまで培ってきたものを大切にしながら、新たな基盤を市民の

皆様と一丸となって築き上げ、次の１０年、２０年へ向かって新しい一歩を踏み出せる

よう、予算配分を行いました。

　特に今年は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、起業家の受入れ環境の整

備や、サテライトオフィスの整備など、新たな産業の創出や企業誘致をすすめます。また、

自治体のシンクタンク機能を持たせた大学連携センターを設立し、サテライトキャンパス

の設置も含め大学連携機能を強化するなど、若い世代が活躍する場を創出します。

　教育・文化の分野では、新たな時代に対応した教育を推進するため、小学校英語教育の

推進や文化芸術に触れることのできる事業を実施します。福祉・保健分野では、健康診査

の対象年齢の引下げ、自己負担無料化による若年層の健康意識の向上に取り組むこととし

ています。

　また、無形文化遺産登録記念事業や日本遺産や山岳を活用した観光客の誘致、まちづく

り会社との連携によるまちなかのにぎわいの創出、高山にふさわしい景観形成にも取り組

んでいきます。

○ 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

46,300,000 46,900,000 △ 600,000 △ 1.3

28,040,900 27,418,200 622,700 2.3

3,415,600 3,418,900 △ 3,300 △ 0.1

77,756,500 77,737,100 19,400 0.0

○一般会計は、前年度に比べ６億円、１．３％の減

○特別会計は、８事業で前年度に比べ２．３％の増

○企業会計は、前年度に比べ０．１％の減

○全体では、前年度並みを確保

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

13,562,213 13,275,402 286,811 2.2

530,000 500,000 30,000 6.0

10,000 15,000 △ 5,000 △ 33.3

40,000 80,000 △ 40,000 △ 50.0

10,000 50,000 △ 40,000 △ 80.0

1,630,000 1,560,000 70,000 4.5

25,000 25,000 0 0.0

130,000 100,000 30,000 30.0

30,000 30,000 0 0.0

13,000,000 14,000,000 △ 1,000,000 △ 7.1

10,000 10,000 0 0.0

528,171 521,533 6,638 1.3

534,928 526,780 8,148 1.5

5,160,677 5,879,500 △ 718,823 △ 12.2

3,033,875 3,620,510 △ 586,635 △ 16.2

359,756 372,711 △ 12,955 △ 3.5

6,003 6,005 △ 2 0.0

3,986,076 1,941,473 2,044,603 105.3

100,000 100,000 0 0.0

1,867,301 2,135,086 △ 267,785 △ 12.5

1,746,000 2,151,000 △ 405,000 △ 18.8

46,300,000 46,900,000 △ 600,000 △ 1.3

○ 市税は、景気動向を踏まえ２．２％の増

市民税　約１．７億円の増、固定資産税　約７千万円の増

○ 地方消費税交付金は４．５％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７．１％の減

普通交付税　１１８億円、　特別交付税　１２億円

○ 著大事業に基金を活用

久々野支所庁舎整備事業に３億円（庁舎整備基金）
駅西駐車場整備事業に２．２億円（駐車場整備基金）

○ 市債は、過疎対策事業債を活用

過疎債　２億５千万円、　臨時財政対策債　１５億円

株式等譲渡所得割交付金

区分

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

寄附金

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

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

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

市債

計
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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

317,722 316,810 912 0.3

7,229,081 5,989,129 1,239,952 20.7

13,158,574 13,018,667 139,907 1.1

2,734,640 2,718,394 16,246 0.6

2,558,810 3,188,781 △ 629,971 △ 19.8

3,062,016 3,261,476 △ 199,460 △ 6.1

7,206,105 7,842,147 △ 636,042 △ 8.1

1,696,505 1,576,763 119,742 7.6

3,622,089 3,923,766 △ 301,677 △ 7.7

4,664,458 4,898,567 △ 234,109 △ 4.8

50,000 50,000 0 0.0

0 115,500 △ 115,500 皆減

46,300,000 46,900,000 △ 600,000 △ 1.3

○ 総務費は、久々野支所建設事業費(継続費)、火葬場など整備基金への積み立て等の

増により２０．７％の増

○ 農林水産業費は、集出荷施設等整備費助成の終了などにより１９．８％の減

○ 商工費は、地域経済構造の分析や創業支援事業の推進、五色ヶ原新ルート整備など

が増となるものの、融資預託金の減により６．１％の減

○ 土木費は、駅周辺整備事業の減などにより８．１％の減

○ 消防費は、はしご車の分解整備や消防指令システムなどの保守点検の増により、

７．６％の増

○ 教育費は、伝統文化交流拠点施設整備が増となるものの、小中学校大規模改修事業

（継続費）や文化会館外壁改修の減により、７．７％の減

○ 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４．８％の減

商工費

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

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

19,542,438 19,679,903 △ 137,465 △ 0.7

人件費 6,896,025 6,898,596 △ 2,571 0.0

扶助費 7,981,955 7,882,740 99,215 1.3

公債費 4,664,458 4,898,567 △ 234,109 △ 4.8

7,791,869 9,001,951 △ 1,210,082 △ 13.4

18,965,693 18,218,146 747,547 4.1

物件費 6,280,934 6,127,623 153,311 2.5

維持修繕費 916,130 832,780 83,350 10.0

補助費等 4,457,881 4,516,749 △ 58,868 △ 1.3

積立金 1,784,142 877,020 907,122 103.4

投資及び出資金 38,000 130 37,870 29,130.8

貸付金 1,307,000 1,577,000 △ 270,000 △ 17.1

繰出金 4,131,606 4,236,844 △ 105,238 △ 2.5

その他 50,000 50,000 0 0.0

46,300,000 46,900,000 △ 600,000 △ 1.3

○ 義務的経費は、０．７％の減

　人件費は前年並み

　　職員数　　８３７人（Ｈ２８当初）　→　８３６人　　△１人

　扶助費は、私立幼稚園施設型給付費負担金等の増により１．３％の増

　公債費は、市債残高の減少等により４．８％の減

　　市債残高　５９３億円（Ｈ２８末）　→　５５４億円　　△３９億円

　 （全会計）

○ 投資的経費は、駅周辺土地区画整理事業費、小中学校大規模改修事業等の減

により１３．４％の減

○ 一般行政経費は、火葬場整備基金積立金、学校給食センター整備基金積立金、

公共施設整備基金積立金等の増により４．１％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

11,752,000 11,865,000 △ 113,000 △ 1.0

424,500 477,700 △ 53,200 △ 11.1

3,962,000 3,289,500 672,500 20.4

30,800 31,200 △ 400 △ 1.3

378,000 388,800 △ 10,800 △ 2.8

660,000 635,000 25,000 3.9

9,564,000 9,497,400 66,600 0.7

112,600 108,600 4,000 3.7

1,157,000 1,125,000 32,000 2.8

28,040,900 27,418,200 622,700 2.3

○ 国民健康保険事業事業勘定は、被保険者数の減により１．０％の減

○ 国民健康保険事業直営診療施設勘定は、電子カルテの導入終了などにより

１１．１％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２０．４％の増

○ 学校給食費は、児童生徒数の減により２．８％の減

○ 農業集落排水事業は、固定資産調査評価事業の増により３．９％の増

○ 観光施設事業は、索道修繕整備の増により３．７％の増

○ 後期高齢者医療事業は、広域連合納付金の増により２．８％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

3,415,600 3,418,900 △ 3,300 △ 0.1

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）

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
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平成２９年度重点事業
☆は、新規・拡充事業等

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 １６，０００千円

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
歴史遺産の活用　ほか

観光協会等助成事業 １７３，５６３千円

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 ３１，６０７千円

☆ 広域連携による誘客強化事業
（無形文化遺産を活用した誘客事業）
芸妓育成に対する助成

☆ 飛騨民俗村再整備計画の策定
☆ 無形文化遺産を活用したツアーの造成

飛騨高山ウルトラマラソン開催事業費 １，０００千円

第６回飛騨高山ウルトラマラソンの開催

観光施設運営事業 ２８３，２６４千円

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）

☆ 駅前観光案内所備品購入
新穂高センターの運営

スキー場運営事業 １２１，５３０千円

飛騨高山スキー場、モンデウス、アルコピアの管理運営

国際交流事業 ３９，４９０千円

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）

☆ 麗江市友好都市提携１５周年記念事業

1



海外戦略推進事業 ６９，９５０千円

海外戦略に基づく誘客、販売、交流の促進
職員海外派遣（パリ、香港、デンバー）

☆ 飛騨高山国際誘客協議会負担金、杉原千畝ルート推進協議会負担金

（海外現地プロモーション、海外エージェント等招へい）
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（イタリア語、ドイツ語ほか）
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

☆ 外国人観光客受入体制の強化
（外国人誘客特別講演会の開催、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの提供）
海外戦略顧問の設置

☆ 市多言語ホームページ再構築

○ 商工業・労働

飛騨高山ブランド戦略推進事業 ２１，８４０千円

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

☆ インナーブランディングの推進
（ワークショップ、講演会、ブランド発見ツアーの開催）

物産宣伝推進事業 ２０，９５０千円

飛騨高山展の開催
飛騨高山フェアの開催

☆ 産品の販路拡大に向けたプロモーション

伝統的工芸品産業等振興事業 ５２，２１５千円

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

☆ 日本商工会議所青年部全国大会分科会開催支援 １，０００千円

全国大会岐阜大会高山分科会開催に対する助成

商店街振興事業 ８，０００千円

商店街リバーサイド修景に対する助成
商店街機能強化事業に対する助成

中心市街地活性化事業 ７２，１００千円

☆ （株）まちづくり飛騨高山出資金
☆ まちづくり会社との連携によるまちなかの賑わい創出

　 まちの賑わい創出整備に対する助成

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
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創業支援事業 ９６，５００千円

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

☆ 起業家受入環境の整備

中小企業融資事業 １，１４７，０００千円
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

企業誘致対策事業 １０９，３００千円

企業立地に対する助成
☆ サテライトオフィス整備、誘致

道の駅等管理事業 ６５，３０５千円

商工関係団体支援事業費 ６，７００千円

電子決済普及に対する助成
☆ 中部２０都市産業振興協議会負担金
☆ おもてなし環境整備に対する助成

若者定住促進事業 ８８，４５０千円

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 ２８４，６００千円
勤労者生活安定資金融資預託金
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 ３，８３０千円

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

農業委員会運営事業 ２１，０９１千円

☆ 農地利用最適化推進委員の設置
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営農推進対策事業 ２７，１０４千円

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

☆ 米・食味分析鑑定コンクール国際大会高山プレ大会の開催
☆ 環境王国の認定取得

農作物獣害防止対策事業 １３９，３２０千円

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

☆ 鳥獣被害対策実施隊への民間隊員の追加（非常勤職員化）

農業制度資金等利子補給事業 １，３７２千円

新規就農者等育成支援事業 ７８，３５０千円

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

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 ８３，２００千円

雨よけハウス、農業用機械導入等に対する助成

地産地消推進事業 １１，４００千円

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
学校給食での県内産米、野菜等の利用に対する助成

☆ まるごと飛騨の日の開催
（学校給食での地元食材を使った特別献立の提供）

環境保全型農業推進事業 ２，７００千円

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 １７４，２００千円

急傾斜地  ５７４．４ｈａ、緩傾斜地  ６９２．３ｈａ  
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耕作放棄地対策事業 ５，０００千円

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 ２２５，９２０千円

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 １３９，０６６千円

広域営農団地農道整備事業
県営農村環境整備事業（小水力発電施設）
県営中山間地域総合整備事業(東高山地区)
県営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 ３５，０００千円

森林整備地域活動支援事業 ２０，０９０千円

森林経営計画作成、作業路の修繕等に対する助成

緑の保全事業 ２３３，４８０千円

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、再造林促進
豪雪による倒木処理に対する助成

林道整備事業 ５０，５９０千円

☆ 林道橋りょう点検
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

生活環境保全林管理事業 ２０，０３４千円

☆ 飛騨美濃せせらぎ街道沿道の景観整備

匠の家づくり支援事業 ５１，３９０千円

市産材を利用した住宅建築等に対する助成
☆ 中津川市と連携した市産材の利用促進

繁殖牛舎等整備費助成事業 ３７，６５０千円

繁殖牛舎等の整備に対する助成

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
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飛騨食肉センター助成事業 ４２，７６０千円

ＢＳＥ対策、肉豚出荷等に対する助成

家畜改良推進事業 ７，０６０千円

☆ 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 ４５，４００千円

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

地域団体の自然エネルギー活用に対する支援

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）

生物多様性保全推進事業 １３，２０５千円

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 ２２３，３２６千円

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

☆ 飛騨山脈ジオパークの推進
白山ユネスコエコパークの活用
自然公園ガイドツアー

☆ 乗鞍山麓五色ヶ原の森　新規ルートの整備
山岳トイレの整備に対する助成

緑地保全推進事業 １７，０５０千円

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

☆ 火葬場建設事業
新火葬場建設検討委員会 １１，１６６千円

生活環境保全事業 ８，９８０千円

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
アスベスト含有調査、除去対策に対する助成
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ごみ処理事業 ５８５，８９６千円

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 １６０，７７８千円

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（条件緩和）
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 ８３，７４３千円

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

☆ 景観形成（外壁塗装等）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

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

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

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 ６０，２０２千円

外国語指導助手　１３人

教育研究所運営事業 ８，７０５千円

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） ３，３３０千円

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

小学校運営事業 ４２，３１０千円

☆ 人間関係づくりのための心理検査の実施（対象学年の拡大）
☆ 小学校英語教育総合カリキュラムマネージャーの設置
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心の教育推進事業 ６２，５６０千円

障がい児がともに学ぶための個別支援
☆ 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 １１９，９００千円

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 ８９，１００千円

学校図書購入
☆ 図書館指導員の全校配置

郷土教育推進事業 １４，６１０千円

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

高等教育等支援事業 ３，０００千円

高山自動車短期大学に対する助成ほか

スクールバス購入事業 ２２，０００千円

小中学校大規模改修事業 ３０９，６００千円

本郷小学校校舎、清見中学校校舎の改修
☆ 新宮小学校校舎、丹生川中学校校舎の耐力度調査
☆ 久々野小学校プールの改修

学校給食機器等整備事業 １２，０００千円

○ 生涯学習・スポーツ

生涯学習推進費 ３，２６０千円

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 １７９，３８０千円

煥章館、分館の運営

公民館管理事業 ５９，０１４千円

☆ 国府公民館指定管理者制度導入

市民憲章推進事業 １０，０００千円

花いっぱい運動の推進
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スポーツ推進事業 ２６，７７７千円

子ども夢創造事業（トップアスリートの招へいほか）
☆ 全国高校総体高山市実行委員会負担金

体育施設管理事業 ２１４，２０２千円

☆ 体育施設整備に向けた調査
☆ 鈴蘭シャンツェ解体設計

高地トレーニング強化拠点施設活用事業 ２０，７３４千円

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 １４，０００千円

文化会館吊り物改修ほか

文化芸術振興事業 ６７，８２０千円

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

☆ 日本舞踊公演会
☆ 飛騨高山国際現代木版画展
☆ 飛騨高山応援ソング発表会
☆ 飛騨春慶弦楽器を活用した市内学校訪問演奏会

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 １７２，８０２千円

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、信州街道）
ふるさと伝承記録

☆ 高山祭屋台の総曳き揃え（無形文化遺産登録記念）
☆ 無形文化遺産、日本遺産の活用

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 ４７，５９６千円

飛騨高山まちの博物館管理運営、特別展開催
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伝統文化交流拠点施設整備事業 ２７６，０７０千円

☆ 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 ２３，８２４千円

☆ 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 ８，６３０千円

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

☆ 結婚イベント開催に対する助成

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 ３０，６４１千円

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

☆ 人工透析療養者通院費助成
☆ 在宅障がい者交通費助成
☆ 医療行為を必要とする障がい者の訪問看護等に対する支援

障がい福祉サービス給付事業 １，６４９，６００千円

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
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地域生活支援事業 ５８，５９０千円

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等

☆ 日常生活用具給付（人工内耳体外部装置の買い替えに対する支援を追加）
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（基礎、スキルアップ講座）
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 ４，２００千円

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

○ 児童福祉

子育て支援金給付事業 ８４，０００千円

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 １，４００千円

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 １，４９０，０００千円

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

児童扶養手当給付事業 ３３６，０００千円

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 ２８０，４８０千円

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
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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 １１８，８２０千円

☆ 放課後児童クラブ　１８クラブ　（新宮小学校区クラブ分室の設置）

障がい児等体験学習事業 １，２００千円

☆ 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 ３，４５６千円

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 ２，０３３，９８２千円

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
延長保育、低年齢児保育、障がい児保育、一時保育に対する助成

☆ 給食の食物アレルギー対策に対する助成
☆ 岡本保育園での休日保育の実施（定員を３０名へ拡大）

保育料軽減事業（公立、私立） ５５３，９００千円

軽減率  　第１子　３０％～６４％
　　　　　第２子　７５％～８７％
　　　　　第３子以降無料

幼児教育推進事業 １１３，０００千円

私立幼稚園の運営、保育料軽減に対する助成
☆ 子ども子育て支援制度に移行する私立幼稚園への施設型給付

病児保育事業 １６，２００千円

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 ２，０００千円

保育所の保育環境の整備に対する助成

子育て住環境整備事業費 ４０，０００千円

子育て家庭の多世代同居に対する助成
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児童センター等運営事業費 ２４６，８１１千円

☆ 国府児童館の建設

○ 高齢者福祉

高齢者在宅生活支援事業 ３，２００千円

軽度生活援助
寝具洗濯乾燥サービス
生活管理短期宿泊事業
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 ４４，８９５千円

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 ３２，８８０千円

☆ 介護人材確保事業 ２，０００千円

介護従事者確保に対する助成
介護職員初任者研修受講に対する助成

介護保険事業 ９，５６４，０００千円

保険給付事業
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
　地域包括支援センターの委託
☆在宅医療サポートセンターの委託
☆認知症に対する支援、認知症ケアの普及促進
☆生活支援・介護予防サービスのためのコーディネーターの設置
　家族介護用品、介護者慰労金支給
　徘徊高齢者探索システム及び緊急通報システムの貸与
　高齢者配食サービス
☆成年後見制度の利用支援、普及講演会の開催
☆在宅介護者支援のための講座の開催、相談室の設置

○ 保健・医療

公衆衛生推進事業 ２，２１４千円

☆ 骨髄移植ドナーに対する助成
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健康づくり推進事業 ３，３２１千円

☆ フレイル予防講座
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 ２５３，２５６千円

☆ 健康診査（対象年齢を中学３年生まで引下げ、２５歳以下自己負担無料化）
がん検診（胃、子宮、肺、乳房、大腸、前立腺）
骨粗しょう症検診、歯周疾患検診　ほか

感染症対策事業 ２３７，５７７千円

定期予防接種、感染症対策備蓄物資の購入

母子保健事業 １１９，７５５千円

母子健康手帳交付から３歳児に至るまでの母子保健活動
☆ ３歳児健診における尿中塩分量測定の実施

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 １３３，４６５千円

休日診療所の運営
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

☆ 心臓カテーテル検査機器整備に対する助成
２４時間電話医療相談

医師確保等支援事業 １２７，８８０千円

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 １２，１７６，５００千円 (１２，３４２，７００千円)

医療給付、保健事業
☆ 特定健康診査（初回受診者自己負担無料化）
☆ 健康診査（対象年齢を中学３年生まで引下げ、２５歳以下自己負担無料化）

直営診療所の運営
☆ 関係市町村と連携した診療所への派遣医師確保
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後期高齢者医療事業 １，９８７，４７０千円

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、歯科健診

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 ２，３８３，４７９千円

駅西交流広場・駐車場整備
東口駅前観光案内所・広場整備　ほか

☆ 高校生の駐輪場利用に対する助成

地籍調査事業 １５０，０００千円

○ 道路・交通

道路河川等整備推進事業 ８，８４８千円

道路協会負担金
☆ 道路網整備に向けた調査

道路橋りょう維持修繕事業 ４８３，０００千円

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 １４５，０００千円

栗尾橋（継続費）
千光寺橋、土谷橋、治右エ門橋

道路新設改良事業 ５４９，９７６千円

千島松本線
千島線
上切中切２号線
村上田頃家線（村上橋）

☆ 宮川人道橋（予備・詳細設計）
☆ 松之木千島線（道路ルート調査）

街路整備事業 ３４８，３２１千円

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 ８７，０００千円

歩車共存型道路整備（朝日町神田線）
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除雪対策事業 ６９７，２００千円

道路、歩道除雪
☆ 除雪機械基本補償料、待機料の見直し

流雪溝整備（朝日町神田線）
☆ 温泉熱を活用した融雪設備整備

除雪車両購入

総合交通対策事業 １９２，９９４千円

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

☆ 高根地域における自主運行に対する支援
☆ 運転免許自主返納者に対する公共交通利用助成
☆ 観光特化型バス購入（債務負担）

○ 住宅公園

建築物耐震対策事業 ６５，１１０千円

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

　耐震診断義務化建築物に対する助成の拡大
☆ 木造住宅の耐震補強に対する助成

　耐震シェルター設置に対する助成（条件緩和）
☆ 防火・準防火地域内の木造住宅の耐震化促進

公園管理事業 １２１，４５８千円

都市公園等の維持管理・修繕

市営住宅管理事業 １０６，０９５千円

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 １，００７，０００千円

基幹管路耐震化
☆ 給水車の購入
☆ 給水装置の設置

老朽管の更新　ほか

下水道管きょ建設事業 ２２４，０１０千円

汚水管きょ布設設計委託
国府町（三川）、奥飛騨温泉郷（中尾）

下水道処理施設建設事業 １，０３６，２５０千円

☆ 宮川終末処理場汚泥焼却設備更新
☆ 移動式汚泥脱水乾燥施設整備
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☆ 下水道事業地方公営企業移行事業 ８０，０００千円

下水道事業・農業集落排水事業における固定資産調査評価

農業集落排水施設建設事業 ４１，０２１千円

農業集落排水施設長寿命化整備

浄化槽設置助成事業 ２０，０００千円

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 １９０，２７９千円

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 ６，３００千円

情報通信基盤整備（CATV）に対する助成

電子市役所推進事業 ３５７，０４５千円

総合行政事務電算委託
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

☆ 県情報セキュリティクラウド運営費負担金

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 ９５，２７４千円

広報たかやま発行
ＣＡＴＶ放送番組の制作
ＦＭ放送番組の制作

個人番号カード発行事業 １０，２６２千円

○ 防災・安全・消防

災害対策事業 １２１，５５２千円

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

☆ 避難所運営リーダーの育成
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

☆ 防災備蓄物資の購入（調理に水が不要な主食用食料、簡易ベッド、テントほか）

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
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☆ 普通河川整備事業 １７３，０００千円

中部縦貫自動車道関連普通河川整備

子どもの安全対策事業 ９，１５０千円

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

消防本部運営事業 １１４，５８４千円

消防通信指令設備・デジタル無線保守
☆ 緊急通報の多言語対応化

消防団運営事業 ２８２，８６５千円

☆ 消防団活動ＰＲ映像制作ほか消防団入団促進

消防施設整備事業 １６４，２２０千円

高規格救急車更新　１台
消防団車両更新　４台
はしご車分解整備　１台
耐震性防火水槽設置　２基

☆ 消防団装備品（無線機ほか）

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 ２７７，４００千円

協働のまちづくり支援金
協働のまちづくりフォーラム、講座の開催
町内会防犯灯の改修等に対する助成
町内会集会施設整備に対する助成

市民活動支援事業 ４，６７０千円

市民活動支援

男女共同参画推進事業 １，２２２千円

ワークライフバランスの推進

政策検討市民委員会 ２００千円

○ 交流

移住交流促進事業 １０，２４２千円

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、空家の購入・改修に対する助成
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平和推進事業 ２，７１６千円

平和に対する意識の普及啓発
☆ 平和都市宣言記念イベントの開催

都市交流促進事業 １，２６０千円

○ 行財政運営

総合計画推進事業 １４，２８４千円

地方創生に関する有識者会議
市民アンケート、事業評価等による総合計画の進捗管理

☆ 飛騨地域創生連携協議会負担金

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
公共施設等の総合的かつ計画的な管理　
財政の健全性の確保

☆ 施策実現に向けた職員先進地視察研修

庁舎整備事業 ５９２，３２０千円

☆ 久々野支所庁舎建設

大学連携事業 ２０，０００千円

☆ 大学連携センターに対する助成
☆ 大学と連携した調査事業等の実施
☆ 大学連携センター出資金

☆ 地域経済戦略事業費 １２，０７０千円

地域経済構造の分析
経済観光アドバイザー会議

ふるさと寄附推進事業 １８４，７５０千円

ふるさと寄附贈呈品の充実

東京事務所運営事業 ９，２５４千円

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
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平成２９年度高山市当初予算「新規・拡充事業」

【日本遺産の活用】 ［文化財課］

　無形文化遺産、日本遺産のＰＲ 7,000千円

　日本遺産を活用した観光客の誘致 ［観光課］

　　日本遺産を活用した観光ＰＲ 500千円

【ユネスコ無形文化遺産の活用】
　無形文化遺産登録を記念した事業の実施 ［文化財課］

　　高山祭屋台の総曳き揃え 20,000千円

　広域連携による誘客の推進 ［観光課］

　　ユネスコ無形文化遺産のプロモーション活動、ツアーの造成 5,400千円

【起業支援の充実】
　起業家受入環境の整備 ［商工課］

　　インキュベーション施設の整備、タウンマネージャーの確保育成ほか 31,200千円 ●

　創業支援資金融資保証料補給金の全額負担
　　保証料補給金の補助率を１／２→１０／１０に見直し 1,400千円

【企業立地の促進】
　サテライトオフィスの開設
　　お試しサテライトオフィスの整備、企業誘致 9,000千円

【中心市街地等の活性化】
　（株）まちづくり飛騨高山への増資 35,000千円

　まちの賑わい創出整備に対する助成
　　中心市街地の賑わい創出につながる設備等の整備に対する助成 1,000千円

　おもてなし環境整備に対する助成
　　ムスリムやアレルギーなどに対応した設備等の整備に対する助成 3,000千円

　日本商工会議所青年部全国大会分科会に対する助成
　　全国大会岐阜大会高山分科会開催に対し支援 1,000千円

【観光の振興】
　魅力ある観光地づくりの推進 ［観光課］

　　飛騨民俗村再整備計画の策定 5,000千円

【海外戦略の推進】
　外国人観光客受入体制の強化 ［海外戦略課］

　　外国人誘客特別講演会の開催 1,000千円

［総務課］

　市多言語ホームページの再構築 20,000千円

【飛騨高山ブランド戦略の推進】

　インナーブランディングの推進 ［ブランド戦略課］

　　ワークショップ、講演会、ブランド発見ツアーの開催 1,210千円

【農林畜産業の生産・販売の強化】
　農地利用最適化推進委員の設置 ［農務課］

　　農地等の利用の最適化の推進 8,991千円 ●

●印は国県支出金あり

産業・労働   ～魅力と活力にあふれるまち～ 
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　第１１回全国和牛能力共進会出品への奨励 ［畜産課］

　　出品牛等への共進会参加支援 5,060千円

【森林の適切な管理】
　森林の整備・保全 ［林務課］

　　林道橋りょうの安全点検 16,000千円 ●

　　飛騨美濃せせらぎ街道沿道の景観整備 10,000千円 ●

【獣害防止対策の推進】
　有害鳥獣の捕獲制度の充実 ［農務課］

　　鳥獣被害対策実施隊への民間隊員の追加（非常勤職員化） 6,760千円

【人材の育成・確保】
　介護職の人材確保に対する支援 ［高年介護課］

　　高山地域介護保険事業者連絡協議会が行う人材確保の取り組みに対する助成 500千円

　　介護職員初任者研修を受講する介護職員等に対する助成 1,500千円

【乗鞍岳と五色ヶ原の森の魅力増進】 ［環境政策推進課］

　乗鞍山麓五色ヶ原の森　新規ルートの整備 127,500千円

【ユネスコエコパークの活用】
　白山ユネスコエコパークの活用
　　協議会の運営、拡張登録記念講演会ほか 1,020千円

【ジオパークの推進】
　飛騨山脈ジオパークの推進
　　推進協議会の運営、ジオガイドの養成 12,000千円

【生物多様性】
　特定外来植物の駆除
　　希少植物群生地や群生地の駆除の実施 　 7,000千円 ●

【新火葬場の整備】
　新火葬場の整備に向けた検討 ［市民課］

　　新火葬場建設検討委員会 11,166千円

【美しいまち・農山村景観の形成】
　景観にふさわしい看板設置等に対する助成 ［都市整備課］

　　景観計画の見直しに伴い不適格となる看板等の撤去・改修の促進 28,000千円 ●

    景観形成（外壁塗装等）に対する助成 31,500千円 ●

【子どもの居場所づくり】
　図書館指導員の配置 ［学校教育課］

　　図書館指導員を増員し小中学校全校に配置 58,900千円

【新たな時代に対応した教育の推進】
　小学校英語教育の推進
　　英語教育総合カリキュラムマネージャーの設置 4,900千円

環境・景観   ～環境と調和した地球にやさしいまち～ 

教育・文化   ～生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち～ 
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【学校関連施設の整備】
　小中学校大規模改修 ［教育総務課］

　　本郷小学校校舎、清見中学校校舎 309,600千円 ●

　　新宮小学校校舎、丹生川中学校校舎改修に向けた耐力度調査

　　久々野小学校プール

【学校給食】 ［農務課、教育総務課］

　まるごと飛騨の日の開催 6,000千円

　　学校給食での地元食材を使った特別献立の提供

【スポーツ活動の充実、施設の整備】
　全国高校総体高山市実行委員会の設置 ［スポーツ推進課］

　　スキー、アーチェリー 10,000千円

　体育施設の管理
　　体育施設整備に向けた調査の実施 10,000千円

　　鈴蘭シャンツェ解体設計 1,700千円

【文化芸術の振興】
　文化芸術の振興 ［生涯学習課］

　　飛騨春慶弦楽器を活用した市内学校訪問演奏会 720千円

　　飛騨高山応援ソング発表会 2,000千円

　　日本舞踊公演会 7,000千円

　　飛騨高山国際現代木版画展 5,820千円

【結婚支援】
　出会いの機会の充実 ［協働推進課］

　　結婚支援イベントを開催する団体に対する助成 1,000千円

【保育の充実】
　休日保育の充実 ［子育て支援課］

　　岡本保育園での休日保育の実施（定員３０名に拡大） 2,320千円

【子ども・子育てに関する支援体制の確立】
　国府児童館の整備 175,000千円 ●

［教育総務課］

　子ども子育て支援新制度に移行する幼稚園への施設型給付 70,000千円 ●

【特別支援の推進】
　給食の食物アレルギーへの対策 ［子育て支援課］

　　対応が必要な児童の増加による調理員の配置 10,500千円

【障がい者支援の充実】
　人工透析療養者への通院費助成 ［福祉課］

　　タクシー以外に通院手段のない人工透析療養者に対するタクシー料助成 500千円

　在宅障がい者への交通費助成
　　市内の在宅障がい者及び介助者に対する定期券助成 280千円

　日常生活用具の対象追加
　　人工内耳体外部装置の買い替えに対する支援 1,000千円 ●

　介助者に対する休息支援 ［福祉課、子育て支援課］

　　医療行為を必要とする在宅の障がい児・者の介助者への休息支援 3,000千円

福祉・保健   ～やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち～ 
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【介護予防】
　生活支援体制の構築 ［高年介護課］

　　重層的な生活支援・介護予防サービスを行うためのコーディネーターの設置 6,000千円 ●

　認知症ケアの普及促進
　　認知症講演会の開催、認知症ケアパスの作成・普及 700千円 ●

　在宅医療サポートセンター業務委託事業
　　医療・介護連携を支援するコーディネーターの設置 2,500千円 ●

　成年後見制度の普及 300千円 ●

　　普及講演会の開催

　在宅介護者への支援 2,900千円 ●

　　介護に関する講座の開催及び相談室の設置

【健康増進の推進】
　骨髄移植ドナーに対する助成 ［健康推進課］

　　ドナーに日２万円、事業所に日１万円を助成　（最大７日間） 420千円 ●

　健康づくり支援体制の充実
　　フレイル予防講座の開催（１０回） 410千円

【若年層の健康意識の向上】
　健康寿命延伸に向けた取り組み
　　健康診査の対象年齢を中学３年生まで引下げ、２５歳以下自己負担の無料化 6,300千円

　　３歳児健診における尿中塩分量測定の実施

【地域医療の充実】
　救急医療体制の充実 ［医療課］

　　救命救急センターへの心臓カテーテル検査機器整備に対する助成 30,800千円

　診療所派遣医師の確保
　　へき地診療所等を所有する関係市町村と連携した派遣医師の確保事業 1,250千円

【駅周辺地区の整備・活用】
　高山駅前広場等の整備 ［都市整備課］

　　全体事業費　約１１．８億円　（平成２９年度完成予定） 682,000千円 ●

　観光案内所の整備 ［観光課］

　　駅前観光案内所備品の購入 4,000千円

【まちなかの歩行空間の整備】
　宮川人道橋の整備 ［建設課］

　　人道橋予備・詳細設計 32,000千円 ●

【幹線道路網の構築】
　道路網整備に向けた調査の実施 5,500千円

　　県と連携した幹線道路網の構築

　街路西之一色花岡線、高山駅東口線の整備 348,321千円 ●

　松之木千島線の整備
　　道路ルート調査 10,000千円

【除雪対策】 ［維持課］

　道路・歩道除雪体制の充実 135,000千円

　　除雪機械基本補償料、待機料の見直し

基盤・安全   ～安全で安心して快適に住めるまち～ 
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　融雪設備の整備
　　温泉熱を活用した除雪対策 7,000千円 ●

【地方公共交通の利便性向上】
　地域特性に応じた自主運行の実施 ［都市整備課］

　　高根地域における公共交通空白地有償運送に対する助成 12,000千円

　　運転免許自主返納者の公共交通利用を促進 400千円

　　観光特化型バス購入（債務負担） 100,000千円

【住宅等の耐震化】
　耐震化の促進
　　耐震診断義務化建築物に対する助成の拡大 4,000千円

　　耐震シェルター設置に対する助成（条件緩和） 3,000千円

　　防火・準防火地域の耐震化の促進 43,000千円 ●

【上下水道施設の整備】 ［上水道課］

　臨時給水体制の充実 20,000千円

　　給水装置の設置

　　給水車の購入

　水道施設の改良 987,000千円 ●

　　基幹管路等の耐震化整備

［下水道課］

　特定環境保全処理場の改良 100,000千円 ●

　　移動式汚泥脱水乾燥施設整備

　宮川終末処理場改造事業 925,000千円 ●

　　汚泥焼却設備更新

【上下水道経営戦略の推進】
　下水道事業地方公営企業移行事業 80,000千円 ●

　　固定資産調査評価

【防災対策の充実】 ［危機管理課］

　熊本地震を踏まえた防災対策 12,900千円

　　防災備蓄品の充実（調理に水が不要な主食用食料、簡易ベッド、テントほか）

　　避難所開設時の中心的な人材（避難所運営リーダー）の育成

［建設課］

　橋りょうの耐震補強 145,000千円 ●

　　栗尾橋、千光寺橋、土谷橋、治右エ門橋

　普通河川の整備 ［維持課］

　　中部縦貫自動車道関連普通河川の整備 173,000千円 ●

【消防団】
　消防団入団の促進 ［消防］

　　消防団入団を促進するための消防団活動ＰＲ映像制作　ほか 1,170千円

【平和に関する意識の高揚】
　平和に対する意識の普及啓発 ［協働推進課］

　　平和都市宣言記念イベント 1,220千円

【国内外の交流】
　麗江市友好都市提携１５周年記念事業 ［海外戦略課］

　　公式訪問団の派遣・受け入れ 3,600千円

協働・行政   ～みんなでつくる持続可能なまち～ 
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【大学連携の推進】
　大学連携センターによる事業の推進 ［企画課］

　　大学連携センターに対する助成 9,500千円

　　大学と連携した調査事業等の実施 7,200千円

　　大学連携センター出資金 3,000千円

【地域経済構造の分析】 ［商工課］

　産業連関表作成などによる地域経済構造の分析 10,470千円

【行財政運営】
　庁舎の整備 ［管財課］

　　久々野支所庁舎建設 592,320千円

　基金体系の再構築 ［市民課ほか］

　　火葬場整備基金積立金 400,000千円

　　公共施設整備基金積立金 200,000千円

　　学校給食センター整備基金積立金 300,000千円
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