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平成３１年度予算のポイント

 平成３１年度は、５月から新しい元号となり、新しい時代の幕開けを迎えるとともに、

第八次総合計画基本計画の５年目として計画期間前半の総括と、後半に向けた見直しを

行う年度となります。

 こうしたなか、平成３１年度予算は、本市の都市像である「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しっかりと継続し、

「希望ある　輝くまち　高山」の実現にむけた予算配分を行いました。

 特に３１年度は、幼児教育の無償化や、学校給食の保護者負担の軽減、新宮小学校・丹

生川中学校の長寿命化工事、教育用パソコンのタブレット化、プログラミング教材の購入、

３０年度からの繰越事業である普通教室へのエアコン設置など子どもを取り巻く教育環境

の充実と、昨年の豪雨、台風災害を教訓とした防災体制の強化を図るほか、支所地域も含

めた都市基本計画（都市マスタープラン）の策定や、倒壊の恐れのあるブロック塀の撤去、

空家等の利活用促進、ゲートキーパーの育成、町内会等が行う防犯カメラ設置に対する助

成、犯罪被害者に対する支援など安心して快適に住めるまちづくりに取り組みます。

 また３１年度は、高山市で岐阜県消防操法大会が開催されるほか、新元号を記念した高

山祭屋台の特別曳き揃えの実施、第３回飛騨高山文化芸術祭の開催など、活力のあるまち

づくりにも取り組みます。

○ 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

46,800,000 45,100,000 1,700,000 3.8

25,184,500 25,847,900 △ 663,400 △ 2.6

3,662,800 3,627,400 35,400 1.0

75,647,300 74,575,300 1,072,000 1.4

○一般会計は、前年度に比べ１７億円、３．８％の増

○特別会計は、８事業で前年度に比べ２．６％の減

○企業会計は、前年度に比べ１．０％の増

○全体では、前年度に比べ１．４％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

13,314,789 13,341,342 △ 26,553 △ 0.2

622,000 550,000 72,000 13.1

20,000 20,000 0 0.0

50,000 50,000 0 0.0

50,000 50,000 0 0.0

1,750,000 1,680,000 70,000 4.2

25,000 25,000 0 0.0

90,000 180,000 △ 90,000 △ 50.0

30,000 0 30,000 皆増

220,000 30,000 190,000 633.3

12,000,000 12,200,000 △ 200,000 △ 1.6

10,000 10,000 0 0.0

367,708 508,924 △ 141,216 △ 27.7

547,156 541,486 5,670 1.0

4,643,633 4,220,603 423,030 10.0

3,227,576 3,106,701 120,875 3.9

428,346 373,554 54,792 14.7

14,003 6,003 8,000 133.3

5,577,930 4,136,837 1,441,093 34.8

100,000 100,000 0 0.0

2,043,859 2,295,550 △ 251,691 △ 11.0

1,668,000 1,674,000 △ 6,000 △ 0.4

46,800,000 45,100,000 1,700,000 3.8

○ 市税は、景気動向や税制改正の影響を踏まえ０．２％の減

○ 地方譲与税は、森林環境譲与税の新規計上により１３．１％の増

○ 地方特例交付金は、子ども・子育て支援臨時交付金の新規計上などにより６３３．３％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１．６％の減

普通交付税　１０８億円、　特別交付税　１２億円

○ 著大事業に基金を活用

新宮小学校及び丹生川中学校長寿命化改修に４．８億円（公共施設整備基金）

○ 市債は、過疎対策事業債に加え、学校教育施設等整備事業債、防災対策事業債を活用

過疎対策事業債　２億３千万円、学校教育施設等整備事業債　２億４千万円
防災対策債　９千万円、臨時財政対策債　１１億円

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

繰越金

諸収入

市債

計

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

地方特例交付金

地方交付税

環境性能割交付金
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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

307,763 310,341 △ 2,578 △ 0.8

8,823,330 8,135,359 687,971 8.5

13,867,261 13,503,887 363,374 2.7

3,150,821 2,749,858 400,963 14.6

2,458,700 2,504,336 △ 45,636 △ 1.8

2,749,619 2,799,905 △ 50,286 △ 1.8

4,742,848 5,200,052 △ 457,204 △ 8.8

1,857,304 1,758,251 99,053 5.6

4,567,977 3,636,719 931,258 25.6

4,174,377 4,451,292 △ 276,915 △ 6.2

100,000 50,000 50,000 100.0

46,800,000 45,100,000 1,700,000 3.8

○ 総務費は、観光特化型バスの購入や災害対策事業の増などにより８．５％の増

○ 民生費は、障がい福祉サービスや児童扶養手当の給付費の増などにより２．７％の増

○ 衛生費は、ごみ焼却処理施設の保守費用の増などにより１４．６％の増

○ 土木費は、上一之町花里線無電柱化整備の事業費減などにより８．８％の減

○ 消防費は、消防団車庫の更新や県消防操法大会の高山市開催などにより５．６％の増

○ 教育費は、新宮小学校及び丹生川中学校の長寿命化改修や学校給食費の保護者負担の

軽減などにより２５．６％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６．２％の減

計

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

予備費

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

19,749,334 19,562,496 186,838 1.0

人件費 7,271,259 7,068,384 202,875 2.9

扶助費 8,303,698 8,042,820 260,878 3.2

公債費 4,174,377 4,451,292 △ 276,915 △ 6.2

5,577,002 5,069,216 507,786 10.0

21,473,664 20,468,288 1,005,376 4.9

物件費 7,216,160 6,765,549 450,611 6.7

維持修繕費 939,800 920,750 19,050 2.1

補助費等 4,710,413 4,486,969 223,444 5.0

積立金 3,046,884 2,919,783 127,101 4.4

貸付金 1,178,000 1,224,000 △ 46,000 △ 3.8

繰出金 4,282,407 4,101,237 181,170 4.4

その他 100,000 50,000 50,000 100.0

46,800,000 45,100,000 1,700,000 3.8

○ 義務的経費は、１．０％の増

　人件費は、参議院議員、統一地方選挙の実施や退職手当等の増により２．９％の増

　　職員数　　８３６人（Ｈ３０当初）　→　８３７人　　＋１人

　扶助費は、障がい福祉サービス給付費等の増により３．２％の増

　公債費は、市債残高の減少等により６．２％の減

　　市債残高　５５１億円（Ｈ３０当初）→５２１億円（Ｈ３１当初）△３０億円

　 （全会計）

○ 投資的経費は、小中学校整備、観光特化型バス購入等の増により１０．０％の増

○ 一般行政経費は、学校給食費の保護者負担軽減、ごみ焼却処理施設の保守、都市計

画事業基金積立金等の増により４．９％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

9,519,000 9,668,000 △ 149,000 △ 1.5

444,600 435,500 9,100 2.1

3,184,200 3,974,400 △ 790,200 △ 19.9

29,900 30,600 △ 700 △ 2.3

398,900 376,600 22,300 5.9

649,200 648,400 800 0.1

9,622,800 9,404,500 218,300 2.3

107,900 120,900 △ 13,000 △ 10.8

1,228,000 1,189,000 39,000 3.3

25,184,500 25,847,900 △ 663,400 △ 2.6

○ 国民健康保険事業事業勘定は、被保険者の減少などにより１．５％の減

○ 下水道事業は、宮川終末処理場汚泥焼却炉の整備完了などにより１９．９％の減

○ 学校給食費は、学校給食費の改定により５．９％の増

○ 介護保険事業は、居宅介護サービス給付費の増などにより２．３％の増

○ 観光施設事業は、索道修繕整備の減により１０．８％の減

○ 後期高齢者医療事業は、広域連合納付金の増などにより３．３％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

3,662,800 3,627,400 35,400 1.0

○ 水道事業は、基幹管路の耐震化整備の増などにより１．０％の増

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）

下水道事業

地方卸売市場事業
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平成３１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

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

☆ 高山祭屋台の特別曳き揃え

飛騨高山応援事業 ３，１２０千円

飛騨高山「めでたの会」の会員募集、会員交流会ほか
☆ 飛騨高山アンバサダーの設置

観光協会等助成事業 １７１，０６３千円

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 ２３，５５２千円

芸妓育成に対する助成
地域資源を活用した観光客の誘致

飛騨高山ウルトラマラソン開催事業 １，７００千円

第８回飛騨高山ウルトラマラソンの開催

観光施設運営事業 ２４５，０３４千円

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

スキー場運営事業 １１４，０４５千円

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 ４１，０１４千円

市民海外派遣、国際交流員招致
自治体職員協力交流（中国・麗江市、ペルー・ウルバンバ郡）

☆ 高山・デンバー姉妹都市提携６０周年記念事業の準備
☆ 昆明市公式訪問団受入

1



海外戦略推進事業 ５２，３７０千円

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、ハノイ）
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）
外国語パンフレットの作成
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
（無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの提供ほか）
海外戦略顧問の設置
外国人旅行者ヒアリング調査

○ 商工業・労働

飛騨高山ブランド戦略推進事業 ２５，２００千円

新商品開発、見本市出展等のブランド展開に対する助成
インナーブランディングの推進
　ものづくりに関わる若手人材の育成
　メイド・バイ飛騨高山認証制度
　セミナー、講演会、写真コンテストの開催

物産宣伝推進事業 ２１，０００千円

飛騨高山展の開催
飛騨高山フェアの開催

☆ 販路開拓や商品開発への支援

伝統的工芸品産業等振興事業 ４８，８０５千円

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 ２，７００千円

商店街リバーサイド修景（景観まちづくり刷新事業）

中心市街地活性化事業 ９３，４４０千円

まちづくり会社との連携によるまちなかの賑わい創出
タウンマネージャー等の育成に対する助成
アーケード改修に対する助成

☆ 商店街等の魅力アップの取り組みに対する助成
☆ 宮川人道橋周辺の賑わい創出（景観まちづくり刷新事業）

創業支援事業 ７８，２００千円

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
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中小企業融資事業 １，０４６，８００千円

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
災害復旧支援融資利子補給金
県制度融資等の借入れに対する助成

企業誘致対策事業 ９４，３２５千円

企業立地に対する助成
お試しサテライトオフィス運営、誘致

☆ サテライトオフィス開設に対する助成

道の駅等管理事業 ７０，６６３千円

商工関係団体支援事業 ７，７５０千円

電子決済端末導入に対する助成
おもてなし環境整備に対する助成

☆ 事業承継に関する調査

地域経済戦略事業 ３，９５０千円

☆ 地域経済懇談会の設置
☆ 地域経済構造分析等活用人材の育成

若者定住促進事業 １２０，４５０千円

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 １１，０００千円

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 １８０，４００千円

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
災害復旧支援融資利子補給金

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

3



○ 農林畜産業

営農推進対策事業 ３０，７７４千円

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
飛騨の美味しいお米食味コンクールの開催
ＧＡＰ（農業生産工程管理）認証取得に対する助成

農作物獣害防止対策事業 １００，２２０千円

鳥獣被害実施隊委員報酬
鳥獣被害防止柵設置に対する助成　　
有害鳥獣の捕獲
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

☆ 鳥獣捕獲免許取得に対する助成

農業制度資金等利子補給事業 １，０００千円

新規就農者等育成支援事業 ６２，５１０千円

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 ９３，０００千円

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 ５，７５０千円

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

環境保全型農業推進事業 ２，１００千円

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 １７３，０００千円

急傾斜地  ５７１．１ｈａ、緩傾斜地  ６８５．２ｈａ  
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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 ２１１，１２０千円

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 １５６，２６７千円

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)
県営中山間地域総合整備事業(北高山地区)
県営かんがい排水整備事業（高原用水）

☆ 県営中山間地域総合整備事業の受益者分担金に対する助成
☆ 岩井・久々野大西揚水機改修

農業用施設維持管理事業 ３５，０００千円

緑の保全事業 ９７，９２０千円

市有林の長期経営委託による森林施業の推進
間伐、枝打ち、間伐材利用、再造林促進
林地残材となる小径材、曲材、短材などの利用促進

林道整備事業 ３８，０９０千円

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 １６，１１２千円

飛騨美濃せせらぎ街道沿道の景観整備

森林整備地域活動支援事業 ７０，５９０千円

森林経営計画作成、作業路修繕等に対する助成
☆ 森林経営管理アドバイザー等の配置
☆ 森林管理情報のシステム構築
☆ 森林境界明確化の推進

匠の家づくり支援事業 ４３，３９０千円

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

繁殖雌牛導入支援事業 ３，４００千円

繁殖雌牛導入支援利子・保証料補給金
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家畜防疫衛生事業 ７，６３５千円

☆ 高山駅周辺における防疫対策
☆ 畜舎防疫設備の整備に対する助成

家畜人工授精事業 ２５，５００千円

家畜人工授精業務委託
受精卵移植機材の購入

繁殖牛舎等整備費助成事業 ９０，０００千円

繁殖牛舎等の整備に対する助成

家畜改良推進事業 ２，２５０千円

☆ 次回全国和牛能力共進会に向けた支援

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 ４２，６５０千円

ＢＳＥ対策、肉豚出荷等に対する助成

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 ３８，４６０千円

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による未利用材の搬出促進
地域団体の自然エネルギー活用に対する支援

森林づくり交流推進事業 ２，８５０千円

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 １０，１８５千円

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）
外来生物（オオハンゴンソウ等）の除去・啓発

自然公園等管理事業 ９７，８１６千円

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　新規ルートの開設

☆ 県中部山岳国立公園活性化推進協議会負担金
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緑地保全推進事業 １０，５５０千円

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 ３，９５１千円

生活環境保全事業 ９，０３０千円

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

ごみ処理事業 １，０６１，０９６千円

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
ごみ焼却施設の延命化措置
無料可燃ごみ処理券回収の奨励

ごみ処理施設建設事業 ２１，３００千円

新ごみ処理施設環境影響調査、影響分析

資源化推進事業 １６８，２８８千円

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・紙製容器包装、缶、びん、ペットボトル等の再資源化

○ 景観

景観保全奨励事業 １７９，３４１千円

市街地景観保存区域保存会に対する助成
☆ 景観形成、生けがき等設置に対する助成（対象区域の拡大ほか）
☆ 景観にふさわしい看板設置等に対する助成（条件緩和）

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

☆ 景観まちづくり刷新事業の推進
☆ 無電柱化整備計画策定のための基礎調査

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（景観まちづくり刷新事業）
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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 ６２，５８８千円

外国語指導助手　１３人

教育研究所運営事業 １４，５８５千円

であい塾児童生徒送迎
不登校児童生徒教育相談
大学講師招へいによる研修等
ふるさと魅力体験学習の推進
カリキュラム・マネジメント充実事業

特別支援教育推進事業（障がい児等看護支援事業） ３，１１０千円

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

中学校部活動支援事業 １９，１５０千円

☆ 部活動指導員の配置
☆ 各種大会出場費に対する助成（助成対象の拡大）

心の教育推進事業 ８４，３００千円

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 １８０，２５０千円

教育用情報システムの維持管理
教材備品の購入

☆ 教育系情報ネットワークのセキュリティ強化
☆ ＩＣＴの活用（パソコン教室のタブレット化）

要保護及び準要保護等児童生徒援助事業 ４２，０００千円

新入学学用品費等を入学前に支給

郷土教育推進事業 １４，５７０千円

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

8



高等教育等支援事業 ２９，４８０千円

高山短期大学・高山西高等学校に対する助成
高校生の通学費等に対する助成

幼児教育推進事業 １３１，２３０千円

私立幼稚園の運営、保育料軽減に対する助成
私立幼稚園への施設型給付

☆ 幼児教育の無償化

スクールバス購入事業 ２３，０００千円

小中学校大規模改修事業 １，１３８，１４０千円

☆ 新宮小学校校舎、丹生川中学校校舎長寿命化改修
本郷小学校プールの改修
校舎耐力度調査委託（三枝小、江名子小）
屋内運動場耐力度調査委託（清見中）
屋内運動場ガラス飛散防止改修（江名子小、新宮小、丹生川小、松倉中、荘川中）

学校給食運営事業 ６１５，５７２千円

☆ 給食費の改定
☆ 保護者負担の軽減
☆ 給食費徴収方法の見直し

○ 生涯学習・スポーツ

生涯学習推進事業 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 １９２，２００千円

煥章館、分館の運営

公民館管理事業 ４９，６３４千円

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 ２３，３７７千円

☆ 子ども夢創造事業（トップアスリートの招へいほか）
☆ 日本スポーツマスターズ２０１９ぎふ清流大会
☆ ねんりんピック高山市実行委員会負担金
☆ 地域スポーツ活動の指導者育成

体育施設管理事業 ２１７，４０２千円

ビッグアリーナ柔道場畳更新ほか
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高地トレーニング強化拠点施設活用事業 ３０，８３４千円

トップアスリートに対する医科学サポート
高地トレーニングエリア構想に基づく整備

☆ 市内小中高生の高地トレーニングエリア利用に対する助成

○ 文化芸術・歴史文化

文化会館管理事業 １２９，３９８千円

ホール吊り物改修、３－１１講堂改修ほか

文化芸術振興事業 ５８，５００千円

芸術鑑賞事業
☆ ジャコバン国際ピアノ音楽祭　高山演奏会
☆ 子ども夢創造事業（文化芸術ワークショップほか）

文化活動に対する助成
市美術展覧会の開催
飛騨高山国際現代木版画展の公募

☆ 市が保有する美術品の一括管理、展示
飛騨春慶弦楽器を活用した市内演奏会
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

☆ 飛騨高山文化芸術祭開催事業 ５５，０００千円

第３回飛騨高山文化芸術祭こだま～れ２０１９

文化財保護事業 １５０，６９９千円

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（野麦街道、位山道）
ふるさと伝承記録

☆ 無形文化遺産、日本遺産の活用（景観まちづくり刷新事業）
高山祭屋台等の復刻・保存に向けた調査

☆ 市指定文化財（洲岬家）の国指定に向けた調査
指定文化財保存修理

☆ 高山祭屋台行事の伝承に対する助成
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 １０，４３４千円

資料収集、執筆、市史発行
古文書解読等指導

飛騨高山まちの博物館管理事業 ５０，３７２千円

飛騨高山まちの博物館管理運営、特別展開催

飛騨高山まちの体験交流館管理事業 ２３，６２３千円

飛騨高山まちの体験交流館管理運営、体験交流等企画運営委託
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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 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 １９，９３０千円

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

☆ 結婚新生活世帯に対する助成

安全安心快適なまちづくり事業 ２，３００千円

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
ユニバーサルデザインタクシー購入に対する助成

障がい者就労支援事業 ３０，０００千円

☆ 障がい者の雇用継続に対する助成
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 ３４，７２１千円

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、難病療養者通院費助成

☆ 在宅障がい者交通費助成（対象拡大）
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

☆ 障がい者世帯の雪下ろし等に対する助成

障がい福祉サービス給付事業 １，７９８，８００千円

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
障がい者共同生活援助事業給付
障がい者就労支援給付事業
障がい者生活介護等事業給付
地域移行等支援給付
高齢障がい者介護保険サービス利用負担軽減措置費
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地域生活支援事業 ５９，５５０千円

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
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、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
手話通訳者等養成講座の開催

自立支援給付等利用者負担助成事業 ６，４００千円

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 ８６５，０００千円

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 １，４３０，０００千円

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 ３９７，５００千円

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 ３４０，８７０千円

障がい児通所支援の充実
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
☆ 幼児教育の無償化（１０月から）
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つどいの広場運営事業 ９，５５０千円

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 １７０，６００千円

放課後児童クラブ　１９クラブ
放課後児童支援員の処遇改善に対する助成

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 ４，８９０千円

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 ２，１８７，５３６千円

子ども・子育て支援制度に基づく保育の実施
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
市総合福祉センター内での夜間保育の実施

☆ 保育士確保プロモーション

保育料軽減事業（公立、私立） ３８４，２００千円

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

☆ 幼児教育の無償化（１０月から）

病児保育事業 ２６，１００千円

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 ２３９，０００千円

本母保育園園舎新築に対する助成

子育て住環境整備事業 ４０，０００千円

子育て家庭の多世代同居等に対する助成
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○ 高齢者福祉

高齢者在宅生活支援事業 ７，５５０千円

☆ 認知症高齢者に対する経済的負担の軽減（個人賠償責任保険加入）
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

☆ 高齢者世帯の雪下ろし等に対する助成

外出支援事業 １８，４００千円

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 ４６，４４５千円

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 １３２，８８０千円

高齢者が居住する住宅のバリアフリー改修に対する助成

介護人材確保事業 ５，０００千円

介護ロボットの導入に対する助成
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 ９，６２２，８００千円

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
　介護予防対象者の把握
　地域包括支援センターの委託
　在宅医療と介護の連携体制の構築
　認知症に対する支援、認知症ケアの普及促進
　生活支援・介護予防の体制整備
　家族介護用品、介護者慰労金支給
　在宅介護者支援のための講座の開催、相談室の設置
　高齢者が安心して暮らせる見守り体制の構築
　成年後見制度の利用支援、普及講演会の開催
　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
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○ 保健・医療

公衆衛生推進事業 ２，２０６千円

骨髄移植ドナーに対する助成　ほか

健康づくり推進事業 １４，３１１千円

健康ポイント事業
眠育・食育の推進
水中歩行運動事業
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 ７９０千円

メンタルヘルスチェック
☆ ゲートキーパー育成講座、命の大切さの啓発

健康診査事業 ２３６，０００千円

健康診査
☆ がん検診（胃（内視鏡検査の追加）、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 ３１９，３６４千円

予防接種、感染症対策備蓄物資の購入
☆ 風しん対策（抗体検査、予防接種）

母子保健事業 １２９，２９５千円

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（産後健診の実施）
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
妊産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 １０３，５７９千円

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
２４時間電話医療相談
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医療確保等支援事業 １６６，０８０千円

非常勤医師の確保、高度医療機器の整備、院内保育の運営、
医学生の実習等に対する助成
三次周産期医療体制の確保
放射線治療の教育研究に対する助成
デンバーへの研修医派遣に対する助成

☆ 岐阜大学医学部「地域医療コース」修学に対する支援

国民健康保険事業 ９，９６３，６００千円 (１０，１０３，５００千円)

都道府県単位化による保険料負担増の抑制
医療給付・保健事業
直営診療所の運営

☆ 特定行為を行うことができる看護師の育成

後期高齢者医療事業 ２，０９４，５２０千円

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、口腔健診

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

都市計画推進事業 ４，８６５千円

☆ 都市基本計画（マスタープラン）の策定

地籍調査事業 １６０，０００千円

○ 道路・交通

道路橋りょう維持修繕事業 ６３８，０００千円

良好な道路景観の創出（景観まちづくり刷新事業）
地域枠の設定による道路維持修繕
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

橋りょう長寿命化改良事業 １２３，０００千円

田頃家橋、谷戸橋

道路新設改良事業 ５３５，１３３千円

☆ 宮川人道橋
千島松本線
千島線
上切中切２号線
西岡本線
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街路整備事業 ９９，６０４千円

☆ 街路松之木千島線

バリアフリー対策事業 ９０，０００千円

歩車共存型道路整備（千島花里線ほか）

除雪対策事業 ７０７，２００千円

道路、歩道除雪
流雪溝整備（八軒町６号線）
温泉熱を活用した融雪設備整備（中尾線）

☆ 凍結防止剤散布装置設置（匠ヶ丘6号線）
除雪車両購入

総合交通対策事業 ４０７，３９４千円

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

☆ 観光特化型バス事業
バスの購入、車体の改装
待合所の整備（景観まちづくり刷新事業）

○ 住宅公園

建築物耐震対策事業 ６８，１１０千円

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
木造住宅の耐震補強に対する助成

☆ 空家等対策事業 ６，４４２千円

空家相談会、空家活用コンテストの開催
空家の活用、除却に対する助成

公園管理事業 １３６，３５８千円

都市公園等の維持管理・修繕

市営住宅管理事業 １３５，０７６千円

市営住宅の維持管理
市営住宅の施設修繕

○ 上下水道

水道施設維持管理（指定管理委託） ４７０，０５０千円

☆ 指定管理委託範囲の拡大
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水道施設改良事業 １，１９７，２００千円

☆ 導水管基幹管路耐震化
☆ 宮水源色度計、排水設備の設置

浄水施設改良
☆ 基幹管路の耐震化整備

配水管布設替
有収率改善対策

下水道管きょ建設事業 ３８５，４８６千円

漆垣内地内未整備地区管きょ整備
国府町（三川）、奥飛騨温泉郷（中尾）

下水道処理施設建設事業 １８２，４３０千円

☆ 宮川終末処理場沈砂池設備更新
移動式汚泥脱水乾燥施設整備

農業集落排水施設建設事業 ４０，９９２千円

農業集落排水施設長寿命化整備

下水道管理事業 ３５，０００千円

下水道事業の地方公営企業移行事業
☆ ストックマネジメント計画策定
☆ 非常用発電機の整備

公衆便所管理事業 １６，６９５千円

☆ 公衆便所の快適度診断に基づく快適度の向上

浄化槽設置助成事業 １６，０００千円

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 １７８，４７９千円

環境センター、久々野衛生センターの維持管理

○ 情報

電子市役所推進事業 ４１０，８１５千円

総合行政事務電算委託

議会の公開 １４，３３０千円

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

☆ 議会評価委員会の設置
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多様な媒体を活用した情報発信 ９５，５７４千円

広報たかやま発行
ＣＡＴＶ番組の制作
ラジオ番組の制作

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 ３０１，１５１千円

総合防災訓練
自動起動防災ラジオの設置に対する助成
避難所運営リーダーの育成
流木災害防止のための倒木処理に対する助成

☆ 避難所テレビ視聴環境の整備
☆ 災害対応備品の購入（スポットクーラー、段ボールベッドほか）

防災行政無線電源設備等の更新

交通安全対策事業 ３６，１４６千円

防護柵、道路反射鏡、区画線整備

子どもの安全対策事業 ３，８５０千円

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 １４５，８２３千円

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の屋外設置

消防団運営事業 ３１２，０４９千円

☆ 消防団入団促進
☆ 県消防操法大会高山市実行委員会負担金

消防施設整備事業 ２０２，９７０千円

高規格救急車更新　１台
広報車更新　１台
消防団車両更新　４台
耐震性貯水槽設置　２基

施設等の安全対策 １５，０００千円

☆ ブロック塀の撤去等に対する助成

地域の安全安心の確保 １，０００千円

☆ 防犯カメラ設置に対する助成
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人権啓発事業 １，４８３千円

☆ 犯罪被害者見舞金

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 ２６７，６８０千円

協働のまちづくり支援金
　モデル的事業に対する助成、事務局人件費に対する助成
協働のまちづくり推進会議
協働のまちづくり人材育成への支援
町内会防犯灯の改修等に対する助成

市民活動支援事業 ４，６２０千円

☆ 市民活動団体に対する助成
　地域等との協働事業に対する助成を追加

男女共同参画推進事業 １，２３２千円

ワークライフバランスの推進

○ 交流

移住交流促進事業 １９，５０４千円

ふるさと体験住宅の活用
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

☆ 東京２３区からの移住者に対する助成

平和推進事業 １，１００千円

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 １７，１１０千円

☆ 第八次総合計画の見直し
地方創生に関する有識者会議
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　
公共施設等の官民連携事業（PPP／PFI）の推進
財政の健全性の確保

☆ 市税・国民健康保険料のキャッシュレス決済
☆ 窓口業務の見直し
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大学連携推進事業 １９，７００千円

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
産学金官連携の促進

☆ 若者等活動拠点施設整備事業 ２０６，５００千円

若者を中心とした活動拠点の整備（景観まちづくり刷新事業）

ふるさと寄附推進事業 １４９，４８０千円

☆ 企業版ふるさと納税制度の活用
ふるさと寄附贈呈品の充実

東京事務所運営事業 ９，０７４千円

東京事務所による情報発信機能等の強化

積立金 ２１，５００千円

☆ 森林環境整備基金積立金
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平成３１年度高山市当初予算「新規・拡充事業」

【観光に関する施策】 ［観光課］

　高山祭屋台の特別曳き揃え 10,000千円

［ブランド戦略課］

　飛騨高山アンバサダーの設置 500千円

【商工業に関する施策】 ［商工課］

　販路開拓や商品開発への支援 2,700千円

　　研修、個別指導、商談会等の機会創出

　中心市街地の賑わい創出
　　宮川人道橋周辺の整備 42,400千円 ●

　商店街等の魅力アップの取り組みに対する助成
　　自主的なまちづくりの取り組みに対する助成 7,200千円

　サテライトオフィス開設に対する助成
　　新規サテライトオフィス開設経費に対する助成 3,000千円

　地域経済懇談会の設置 3,250千円

　地域経済構造分析等活用人材の育成 600千円

【労働に関する施策】
　事業承継に関する調査
　　大学連携センターの活用による調査の実施 1,300千円

【農業に関する施策】 ［農務課］

　有害鳥獣の捕獲技術者の育成 9,800千円

  県営中山間地域総合整備事業の受益者分担金に対する助成 23,400千円 ●

【林業に関する施策】
　１００年先の森づくりに向けた取り組み ［林務課］

　　森林経営管理アドバイザー等の配置 19,200千円

　　森林管理情報のシステム構築 23,800千円

　　境界明確化事業の推進 7,500千円

【畜産業に関する施策】
　家畜伝染病対策の推進 ［畜産課］

　　高山駅周辺における防疫対策 3,300千円

　　畜舎防疫設備の整備に対する助成 3,000千円 ●

　次回全国和牛能力共進会に向けた支援 1,250千円

【地球環境に関する施策】
　県との連携による中部山岳国立公園エリアの活性化 ［環境政策推進課］

12,500千円

●印は国県支出金あり

　　県中部山岳国立公園活性化推進協議会の設立

環境・景観 ～環境と調和した地球にやさしいまち～

産業・労働 ～魅力と活力にあふれるまち～
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【生活環境に関する施策】
　新火葬場の整備に向けた検討 ［火葬場建設推進室］

　　新火葬場建設検討委員会 3,951千円

［下水道課、都市計画課］

　公衆便所の快適度診断に基づく快適度の向上 4,700千円

【景観に関する施策】
　景観まちづくり刷新事業の推進 ［都市計画課］

　　町並み景観歩行空間の創出 80,000千円 ●

　　高山駅前の民間建物の景観修景ほか 4,000千円 ●

　　宮川に面した建物の景観修景 10,000千円 ●

　　駐車場の目隠し整備、シャッター修景 3,000千円 ●

　良好な景観の創出
　　高山の景観にふさわしい看板設置に対する助成（条件緩和） 34,000千円

　　無電柱化整備計画策定のための基礎調査 5,000千円

　　景観形成、生けがき等の設置に対する助成（対象区域の拡大ほか） 19,500千円

【教育に関する施策】
　ＩＣＴ機器を活用した教育の推進 ［学校教育課］

　　教育系情報ネットワークのセキュリティ強化 65,600千円

　　ＩＣＴの活用（パソコン教室へのタブレット端末の導入） 3,600千円

　小中学校大規模改修 ［教育総務課］

　　新宮小学校校舎、丹生川中学校校舎長寿命化改修 1,014,000千円 ●

　部活動の支援 ［学校教育課］

　　部活動指導員の配置 7,200千円 ●

　　各種大会出場費に対する助成（助成対象の拡大） 2,000千円

［教育総務課］

　幼児教育の無償化（１０月から） ―

　保護者負担の軽減 ［教育総務課］

　　学校給食費の一部公費負担 135,417千円

　給食費徴収方法の見直し
　　学校給食費の直接徴収 1,640千円

【スポーツに関する施策】
　全国規模のスポーツ大会の開催 ［スポーツ推進課］

　　日本スポーツマスターズ2019ぎふ清流大会 700千円 ●

　　ねんりんピック高山市実行委員会負担金（リハーサル大会） 1,000千円

  高地トレーニングエリアの環境充実
　　市内小中高生の高地トレーニングエリア利用に対する助成 1,500千円

　　高地トレーニングエリア構想に基づく整備 18,980千円 ●

　

　活動の充実
　　子ども夢創造事業の充実 5,000千円

　　地域スポーツ活動の指導者育成 1,000千円

【歴史・文化に関する施策】
　生涯学習の充実      ［生涯学習課］

　　子ども夢創造事業（科学、ものづくり）の充実 3,000千円

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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　文化芸術の振興      ［生涯学習課］

　　第３回飛騨高山文化芸術祭こだま～れ２０１９ 55,000千円

　　子ども夢創造事業（文化芸術）の充実 3,000千円

　文化財の保存活用 ［文化財課］

　　高山祭屋台行事の伝承に対する助成 2,000千円 ●

　無形文化遺産・日本遺産の活用
　　日本遺産を中核とした環境整備・人材育成、看板設置、講演会の開催 4,000千円 ●

【地域福祉に関する施策】 ［協働推進課］

　結婚新生活世帯に対する助成 15,000千円 ●

【児童福祉に関する施策】 ［子育て支援課］

　幼児教育の無償化（１０月から） ―

　保育士研修による療育支援体制の充実
　　療育支援マイスターの育成、療育に係る専門家の招へい 1,460千円

【高齢者福祉に関する施策】
　高齢者が安心して暮らせる体制の構築 ［高年介護課］

　　認知症高齢者に対する経済的負担の軽減（個人賠償責任保険加入） 150千円

　　高齢者世帯の雪下ろし等に対する助成 4,000千円

【障がい者福祉に関する施策】
　就労支援の充実 ［福祉課］

　　障がい者の雇用継続に対する助成 6,000千円

　生活支援の充実
　　障がい者世帯の雪下ろし等に対する助成 500千円

【保健に関する施策】
　健康寿命の延伸 ［健康推進課］

　　ゲートキーパー育成講座、命の大切さの啓発 400千円 ●

　　風しん対策（抗体検査、予防接種） 86,720千円 ●

【医療に関する施策】
　地域医療確保への支援 ［医療課］

  　岐阜大学医学部「地域医療コース」修学に対する支援 2,400千円

　医療水準の確保
　　特定行為を行うことができる看護師の育成 1,200千円

【基盤に関する施策】
　都市基本計画の策定 ［都市計画課］

　　　計画策定のための都市構造図、将来構想図の作成 3,000千円

　街路松之木千島線の整備 ［建設課］

　　トンネル予備設計 77,000千円 ●

［維持課］

　定置式凍結防止剤散布装置設置 5,000千円

福祉・保健 ～やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち～

基盤・安全 ～安全で安心して快適に住めるまち～
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【公共交通に関する施策】
　公共交通による周遊性の向上 ［都市計画課］

　　観光特化型バスの購入、車体の改装、待合所の整備 179,000千円 ●

【住宅公園に関する施策】
　空家等の利活用促進 ［建築住宅課］

　　空家相談会、空家活用コンテストの開催、活用・除却に対する助成 6,442千円 ●

【上下水道に関する施策】 ［上水道課］

　水道施設の改良 1,179,700千円 ●

　　導水管基幹管路の耐震化

　　宮水源色度計、排水設備の設置

　　基幹管路等の耐震化整備

　指定管理委託範囲の拡大 470,050千円

　有収率改善対策
　　有収率改善に向けた漏水等調査 20,000千円

　下水道事業地方公営企業移行事業 ［下水道課］

　　地方公営企業移行、ストックマネジメント計画策定 23,000千円 ●

　防災対策の推進 ［上水道課］

　　３県合同水道防災訓練の実施 1,200千円

　下水道施設の防災対策 ［下水道課］

　　マンホールポンプ用非常用発電機の整備 12,000千円 ●

【防災安全に関する施策】
　防災体制の強化 ［危機管理課］

　　　避難所テレビ視聴環境の整備 9,530千円

　　　災害対応備品の購入（スポットクーラー、段ボールベッドほか） 7,300千円

　施設等の防災対策 ［建築住宅課］

　　ブロック塀の撤去等に対する助成 15,000千円

　地域の安全安心の確保 ［協働推進課］

　　防犯カメラ設置に対する助成 1,000千円

　犯罪被害者に対する支援
　　犯罪被害者見舞金 400千円

【消防に関する施策】
　消防団への入団促進 [消防] 

　　消防団フォトコンテストの開催ほか 290千円

　技術力や士気の向上
　　岐阜県消防操法大会の高山市開催 22,000千円

【協働に関する施策】
　市民活動団体に対する支援の拡充 ［協働推進課］

　　地域等との協働事業に対する助成を追加 1,500千円

【交流に関する施策】
　姉妹・友好都市との交流 ［海外戦略課］

　　高山・デンバー姉妹都市提携６０周年記念事業の準備 900千円

　　昆明市公式訪問団の受け入れ 2,500千円

協働・行政 ～みんなでつくる持続可能なまち～
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【行財政運営に関する施策】
　第八次総合計画の見直し ［企画課］

　　本編、調査分析編の作成等 2,000千円

　若者を中心とした活動拠点の整備
　　若者等活動拠点施設（仮称）の改修整備 200,000千円 ●

　企業版ふるさと納税制度の活用 -

　窓口業務改革の推進 ［行政経営課・市民課］

　　窓口業務の見直し（カウンター間仕切り等の設置） 1,000千円

　キャッシュレス決済の導入 ［行政経営課・広報情報課・税務課・市民課］

　　バーコード読取による納付方法の追加（市税、国民健康保険料） 2,490千円

　基金の設置 ［財政課］

　　森林環境整備基金積立金 21,500千円
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