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令和２年度予算のポイント

 令和２年度は、新しい元号となって初めて編成する予算となり、新しい時代の幕開けと

ともに、第八次総合計画基本計画の後半５年間の１年目として、本市にとっても新たな

時代の幕開けとなる節目の年度です。

 こうしたなか、令和２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継続しつつ、新たな

事業を加え、「希望ある　輝くまち　高山」の実現にむけた編成を行いました。

 特に２年度は、事業承継支援やマイナンバーを活用した消費活性化策の推進、スマート

農業導入支援、飛騨民俗村再整備、宮川人道橋左岸の賑わい創出施設整備などの仕事の

充実と産業の振興に関する取り組み、産後ケアやひとり親家庭等への支援、児童遊園地

整備費助成、地域医療確保、電子黒板・デジタル教科書の配置、社会教育・スポーツ施

設の予防的保全などの暮らしの安心と人材の育成に関する取り組み、耐震補強助成や無

電柱化の促進、街路松之木千島線整備、高齢運転者交通安全対策などのまちの基盤の構

築に関する取り組みなどをすすめます。

 また、２年度は、会計年度任用職員制度の導入や下水道事業の公営企業法適用など、行

政の変革期に対応した予算編成としており、持続可能な行政経営の観点から円滑な新制

度への移行と健全な運営にも取り組みます。

○ 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

46,200,000 46,800,000 △ 600,000 △ 1.3

20,926,600 25,184,500 △ 4,257,900 △ 16.9

9,350,600 3,662,800 5,687,800 155.3

76,477,200 75,647,300 829,900 1.1

○一般会計は、前年度に比べ６億円、１．３％の減

○特別会計は、８事業から６事業となり、前年度に比べ１６．９％の減

○企業会計は、１事業から２事業となり、前年度に比べ１５５．３％の増

○全体では、前年度に比べ１．１％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

13,314,222 13,314,789 △ 567 0.0

712,000 622,000 90,000 14.5

15,000 20,000 △ 5,000 △ 25.0

50,000 50,000 0 0.0

28,000 50,000 △ 22,000 △ 44.0

120,000 0 120,000 皆増

2,100,000 1,750,000 350,000 20.0

25,000 25,000 0 0.0

70,000 30,000 40,000 133.3

30,000 220,000 △ 190,000 △ 86.4

12,300,000 12,000,000 300,000 2.5

10,000 10,000 0 0.0

243,895 367,708 △ 123,813 △ 33.7

569,336 547,156 22,180 4.1

4,884,546 4,643,633 240,913 5.2

3,425,595 3,227,576 198,019 6.1

391,781 428,346 △ 36,565 △ 8.5

6,003 14,003 △ 8,000 △ 57.1

4,381,840 5,577,930 △ 1,196,090 △ 21.4

100,000 100,000 0 0.0

1,683,782 2,043,859 △ 360,077 △ 17.6

1,739,000 1,668,000 71,000 4.3

0 90,000 △ 90,000 皆減

46,200,000 46,800,000 △ 600,000 △ 1.3

○ 市税は、景気動向や税制改正の影響を踏まえ、ほぼ同額

○ 地方譲与税は、森林環境譲与税の前倒し交付により１４．５％の増

○ 地方特例交付金は、子ども・子育て支援臨時交付金の終了などにより８６．４％の減

○ 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２．５％の増

普通交付税　１１１億円、　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４．２億円（公共施設整備基金）

○ 市債は、過疎対策事業債に加え、防災・減災・国土強靭化緊急対策債を活用

過疎対策事業債　２億５千万円、防災・減災・国土強靭化緊急対策債　２億８千万円
臨時財政対策債　１２億円

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

財産収入

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

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

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

市債

自動車取得税交付金

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

310,396 307,763 2,633 0.9

8,205,467 8,823,330 △ 617,863 △ 7.0

13,541,182 13,867,261 △ 326,079 △ 2.4

3,222,745 3,150,821 71,924 2.3

2,383,315 2,458,700 △ 75,385 △ 3.1

2,884,785 2,749,619 135,166 4.9

4,959,428 4,742,848 216,580 4.6

1,926,240 1,857,304 68,936 3.7

4,750,216 4,567,977 182,239 4.0

3,916,226 4,174,377 △ 258,151 △ 6.2

100,000 100,000 0 0.0

46,200,000 46,800,000 △ 600,000 △ 1.3

○ 総務費は、観光特化型バスの購入や若者等活動拠点施設整備の減などにより７．０％の減

○ 民生費は、本母保育園整備費助成の減などにより２．４％の減

○ 商工費は、観光施設整備の事業費増などにより４．９％の増

○ 土木費は、街路松之木千島線整備や建築物耐震対策の事業費増などにより４．６％の増

○ 消防費は、救助工作車の購入などにより３．７％の増

○ 教育費は、久々野公民館外壁改修などにより４．０％の増

○ 公債費は、地方債残高の減少や利率見直しの実施効果により６．２％の減

衛生費

区分

議会費

総務費

民生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

予備費

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

20,015,688 19,749,334 266,354 1.3

人件費 7,763,195 7,271,259 491,936 6.8

扶助費 8,336,267 8,303,698 32,569 0.4

公債費 3,916,226 4,174,377 △ 258,151 △ 6.2

5,388,562 5,577,002 △ 188,440 △ 3.4

20,795,750 21,473,664 △ 677,914 △ 3.2

物件費 7,111,799 7,216,160 △ 104,361 △ 1.4

維持修繕費 927,440 939,800 △ 12,360 △ 1.3

補助費等 5,676,151 4,710,413 965,738 20.5

積立金 2,647,784 3,046,884 △ 399,100 △ 13.1

投資及び出資金 429,515 0 429,515 皆増

貸付金 1,132,500 1,178,000 △ 45,500 △ 3.9

繰出金 2,770,561 4,282,407 △ 1,511,846 △ 35.3

その他 100,000 100,000 0 0.0

46,200,000 46,800,000 △ 600,000 △ 1.3

○ 義務的経費は、１．３％の増

　人件費は、会計年度任用職員制度の開始や退職者の増などにより６．８％の増

　　職員数　　８３７人（Ｈ３１当初）　→　８３０人　　▲７人

　扶助費は、障がい福祉サービス給付費等の増により０．４％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　５１３億円（Ｈ３１当初）→４８９億円（Ｒ２当初）△２４億円

　 （全会計）

○ 投資的経費は、若者等活動拠点施設整備や観光特化型バスの購入などの減により

３．４％の減

○ 一般行政経費は、賃金の人件費移行や火葬場整備基金・学校給食センター整備基金の

積立金の減などにより３．２％の減

投資的経費

区分

義務的経費

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

8,950,000 9,519,000 △ 569,000 △ 6.0

473,500 444,600 28,900 6.5

28,600 29,900 △ 1,300 △ 4.3

395,800 398,900 △ 3,100 △ 0.8

9,620,300 9,622,800 △ 2,500 0.0

119,400 107,900 11,500 10.7

1,339,000 1,228,000 111,000 9.0

0 3,184,200 △ 3,184,200 皆減

0 649,200 △ 649,200 皆減

20,926,600 25,184,500 △ 4,257,900 △ 16.9

○ 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６．０％の減

○ 国民健康保険事業直診勘定は、専攻医の受入に伴う人件費の増などにより６．５％の増

○ 観光施設事業は、索道修繕整備の増などにより１０．７％の増

○ 後期高齢者医療事業は、広域連合納付金の増などにより９．０％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

3,494,000 3,662,800 △ 168,800 △ 4.6

5,856,600 0 5,856,600 皆増

9,350,600 3,662,800 5,687,800 155.3

○ 水道事業は、移転補償工事の減などにより４．６％の減

○ 下水道事業は、下水道事業特別会計と農業集落排水特別会計を合わせて公営企業法を適用

農業集落排水事業

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）

地方卸売市場事業

学校給食費

介護保険事業

観光施設事業

後期高齢者医療事業

下水道事業

計

区分

水道事業

下水道事業

計
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令和２年度事業の概要
☆は、新規・拡充事業等

1 多様な働き方と優れた産品、サービスで財を稼ぐ

○ 多様な働き方に適応した労働環境の構築

雇用促進事業 ３，９３０千円

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
☆ 子ども夢創造事業（しごと体験）

☆ 働き方改革推進事業 ４００千円

働き方改革に関するセミナー

男女共同参画推進事業 １，１２２千円

ワークライフバランスの推進

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
障がい者の雇用継続に対する助成

勤労者融資事業 １４１，９００千円

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

シルバー人材センター助成事業 ２０，１００千円

シルバー人材センターに対する助成

○ 地域産業の担い手確保と生産性の向上

若者定住促進事業 １３３，４５０千円

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

移住促進事業 １３，６６０千円

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
飛騨地域移住・定住促進連携事業負担金

農業体験施設等管理事業 ３０，７７３千円

農業体験施設等の管理運営

1



新規就農者等育成支援事業 ５９，６６０千円

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
５０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

林業担い手育成事業 ２，５００千円

林業就業ガイダンス
☆ 就業体験ツアーの実施

介護人材確保事業 ５，４００千円

☆ 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

☆ 介護支援専門員再就業に対する助成

☆ 事業承継支援事業 ３００千円

事業承継希望者とのマッチング

☆ スマート農業導入事業 ６，０００千円

ＩＣＴを活用した農業機械の導入に対する助成

営農推進対策事業 ２８，０２４千円

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
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

農業制度資金等利子補給事業 ８２０千円

中小企業融資事業 １，０５２，２００千円

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
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○ 品質・価値の向上と情報発信

飛騨高山ブランド戦略推進事業 ３１，１３０千円

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
　ものづくりを行う人材に焦点を当てたパンフレットの作成
　デジタルアーカイブ事業（映像等記録作成）の実施
　メイド・バイ飛騨高山認証制度
　セミナー、講演会の開催

地域特産物振興助成事業 ２，０００千円

発掘、育成、振興の各段階ごとに支援

物産宣伝推進事業 ２０，３００千円

飛騨高山展の開催
飛騨高山フェアの開催

飛騨高山応援事業 ３，１７０千円

飛騨高山「めでたの会」の会員募集、会員交流会ほか

商工関係団体支援事業 ５，４５０千円

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

海外戦略推進事業 ６３，９７０千円

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

☆ 飛騨高山の美術と工芸品展（アメリカ・ロサンゼルス）

観光宣伝推進事業 １３，７６０千円

観光パンフレット等の作成

飛騨高山観光客誘致推進事業 １６，０００千円

ツーリズムEXPOへの出展、観光大学の開催、教育旅行の誘致

3



○ 既存産業の強化と新たな産業の創出

観光協会等助成事業 １７４，０６３千円

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 ２４，４２６千円

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

☆ 教育旅行調査

飛騨高山ウルトラマラソン開催事業 １，７００千円

第９回飛騨高山ウルトラマラソンの開催

観光施設運営事業 ２６０，１３７千円

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

☆ 飛騨民俗村再整備事業 ７２，６００千円

飛騨民俗村再整備構想に基づく整備

スキー場運営事業 １６４，１４３千円

飛騨高山スキー場、モンデウス、アルコピアの管理運営

伝統的工芸品産業等振興事業 ５０，３７５千円

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

☆ 伝統的工芸品のＰＲに対する助成

地場産業振興事業 ２４，９３７千円

地場産業振興センターの整備に対する助成

商店街振興事業 ２，８００千円

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 ５７，６８９千円

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
宮川人道橋左岸の賑わい創出施設整備
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農作物獣害防止対策事業 ８５，３７０千円

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
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

農業施設等整備費助成事業 ９７，５００千円

雨よけハウス、農業用機械導入等に対する助成

環境保全型農業推進事業 ３，１００千円

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 １７８，０００千円

急傾斜地  ５５５．４ｈａ、緩傾斜地  ６８７．１ｈａ  

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

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

家畜防疫衛生事業 １５，５９５千円

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
畜舎周辺、林道へのＣＳＦ対策

☆ 家畜診療所運営事業 ２３，２７０千円

家畜診療所の設置

家畜人工授精事業 ２４，７４０千円

家畜人工授精業務委託

繁殖牛舎等整備費助成事業 ６２，０００千円

繁殖牛舎等の整備に対する助成

家畜改良推進事業 ２，９４０千円

次回全国和牛能力共進会に向けた支援
☆ 全日本ホルスタイン共進会出品への奨励

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 ４２，４３０千円

ＢＳＥ対策、肉豚出荷等に対する助成

農業用施設維持管理事業 ４５，８１０千円

☆ 荘川小水力発電所の維持管理
農業用ため池ハザードマップの作成

農村環境多面的機能向上事業 ２２９，１２０千円

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 １１５，４７０千円

広域営農団地農道整備事業
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(北高山地区)

☆ 県営中山間地域総合整備事業(南高山地区)
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

☆ 松之木揚水機改修、岩井用水路改修

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）

匠の家づくり支援事業 ３７，９５０千円

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

森林整備事業 ８９，５２０千円

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、広葉樹施業、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

１００年先の森林づくり推進事業 ９２，６９０千円

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
森林管理システムのデータ整備
森林境界明確化の推進

林道整備事業 ４１，５９０千円

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

地籍調査事業 １６０，０００千円
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創業支援事業 ８３，９００千円

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

○ 地域循環型経済の構築

地域経済戦略事業 １３，２７０千円

地域経済懇談会の運営
地域経済構造分析等活用人材の育成

☆ 地域経済実態調査

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

地産地消推進事業 ５，６９０千円

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

☆ 消費活性化策事業 ２，３００千円

マイナンバーカードを活用した消費活性化の推進

道の駅等管理事業 ６９，５２６千円

企業誘致対策事業 １０６，７１５千円

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

2 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する

○ 心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現

健康づくり推進事業 １４，０７１千円

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

☆ 禁煙外来受診費用に対する助成
一般健康相談、健康まつり　ほか

こころの健康支援事業 ６９０千円

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
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健康診査事業 ２３９，０００千円

健康診査
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 ２９５，６２４千円

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）

☆ 小児がん患者へのワクチン再接種に対する助成

国民健康保険事業 ９，４２３，５００千円

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

☆ 専攻医等の受入れ
☆ 地域医療広域連携の強化（医療連携推進法人への参画）

後期高齢者医療事業 ２，１９７，３２０千円

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

☆ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

救急医療対策事業 １０２，０６７千円

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

医療確保等支援事業 １７２，８１０千円

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

☆ 岐阜大学と連携した産婦人科医療体制の研究（講演会、講座など）
☆ 医学生を対象としたガイダンスへの参加

障がい者生活支援事業 ３２，７４１千円

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
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

8



障がい福祉サービス給付事業 １，８５１，２００千円

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

地域生活支援事業 ５９，８５０千円

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

安全安心快適なまちづくり事業 ２，１００千円

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

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

高齢者在宅生活支援事業 ７，６６６千円

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

高齢者いきがいづくり推進事業 ４１，７４５千円

いきいき健康農園
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
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介護保険事業 ９，６２０，３００千円

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運営
　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

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）

被災者支援事業 １，５４６千円

☆ 災害弔慰金等支給審査委員会の設置

外出支援事業 １７，４００千円

福祉有償運送委託、地域乗合バス利用費助成

市営住宅管理事業 １２７，６０６千円

市営住宅の維持管理
市営住宅の施設修繕

結婚支援事業 １０，７３０千円

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

畜犬登録事業 ９３０千円

☆ 飼い主のいない猫の緊急保護等に対する助成

公衆衛生推進事業 １，２９１千円

骨髄移植ドナーに対する助成　ほか
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○ 安心して子育てができる環境の充実

つどいの広場運営事業 ８，９００千円

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

子育て住環境整備事業 ２５，０００千円

子育て家庭の多世代同居等に対する助成

子どもにやさしいまちづくり推進事業 ７，５６０千円

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

☆ 町内会等が行う児童遊園地整備に対する助成

児童館運営事業 ７７，２１１千円

☆ 国府児童館の指定管理

母子保健事業 １２１，３９５千円

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

☆ 妊産婦相談窓口の設置
☆ 心身の休養が必要な産婦に対する支援

家庭児童相談室運営事業 ３，８９７千円

☆ 養育支援が必要な家庭に対する訪問支援

母子父子福祉推進事業 ３，６０６千円

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

☆ ひとり親家庭等に対する訪問支援

母子保護事業 ４８，０４０千円

☆ 施設等の退所に係る身元保証人の確保に対する支援

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
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障がい児通所支援事業 ３６４，６８０千円

障がい児通所支援の充実
利用者負担の全額助成

☆ 障がい児通園等に対する助成
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

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

福祉医療給付事業 ８４５，０００千円

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

要保護及び準要保護等児童生徒援助事業 ４１，６００千円

要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助等

放課後児童健全育成事業 １７６，８００千円

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

保育サービス関係事業 ２，１９０，５３９千円

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

☆ 私立保育所に対する副食費に係る市独自軽減分の助成
☆ 保育士確保プロモーション

保育料軽減事業（３歳未満児）（公立、私立） ２３９，８００千円

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

児童福祉施設整備費助成事業 ２，０００千円

私立保育園遊具整備に対する助成

病児保育事業 ２４，５００千円

病気回復期の児童を対象とした専用施設での保育

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
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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）

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

児童手当給付事業 １，４００，０００千円

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 ３００，０００千円

ひとり親家庭等の児童の養育者を対象に支給

○ 夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み

小中学校大規模改修事業 １，００３，０７０千円

新宮小学校校舎、丹生川中学校校舎長寿命化改修
☆ 江名子小学校プール改修設計
☆ 三枝小学校、江名子小学校長寿命化改修設計
☆ 清見中学校屋内運動場長寿命化改修設計

清見小学校校舎、東山中学校屋内運動場耐力度調査
屋内運動場ガラス飛散防止改修（東小、三枝小、国府小、日枝中、国府中）

小中学校運営事業 １０３，７３０千円

☆ 校務支援システムの導入
☆ 小学校の教科書改訂に伴う指導書購入

心の教育推進事業 ２，０５０千円

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

教育研究所運営事業 １１，９６０千円

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

教育機器整備事業 ２０２，１５０千円

教育用情報システムの維持管理
教材備品の購入

☆ 電子黒板・デジタル教科書の配置
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特別支援教育推進事業（障がい児等看護支援事業） ３，０９０千円

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

外国青年（外国語指導助手）招致事業 １３，７９８千円

外国語指導助手　１３人

幼児教育推進事業 １８５，１５０千円

私立幼稚園への施設型給付、施設等利用給付
私立幼稚園副食費に対する助成

高等教育等支援事業 ２１，４８０千円

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

中学校部活動支援事業 １１，８００千円

部活動指導員の配置
各種大会出場費に対する助成

学校給食運営事業 ５５１，２４９千円

保護者負担の軽減

郷土教育推進事業 １４，４５０千円

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

☆ 若者等活動事務所管理事業 ５，２００千円

若者等活動事務所の管理・運営

大学連携推進事業 １８，７００千円

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

スクールバス購入事業 ３２，８００千円
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○ 文化芸術・スポーツ活動等による心の豊かさの創出

文化芸術振興事業 ６２，２３０千円

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
市が保有する美術品の展示等活用
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

文化会館管理事業 １２０，２８５千円

音響設備更新ほか

スポーツ推進事業 ３２，８０７千円

子ども夢創造事業（トップアスリートの招へいほか）
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

☆ 東京２０２０オリンピック聖火リレーミニセレブレーション
☆ 東京２０２０パラリンピック聖火フェスティバル高山市採火式
☆ 東京２０２０オリンピック、パラリンピック観戦ツアー

体育施設管理事業 ２６９，２２２千円

ビッグアリーナ補修工事ほか

高地トレーニング強化拠点施設活用事業 ３２，１６０千円

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

☆ 高地トレーニングエリアを利用した健康づくり教室の開催

都市交流促進事業 １，２１０千円

国際交流事業 ４２，８７０千円

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

人権啓発事業 ２，１０３千円

平和推進事業 ８４６千円
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○ 歴史・伝統の保存、継承、活用

文化財保護保存事業 １３０，０３０千円

伝統的建造物群保存地区の修理、防災対策
☆ 伝統的建造物群保存地区拡大に向けた調査

高山祭屋台等保存修理
歴史街道の整備（野麦街道）
ふるさと伝承記録

文化財保護事業 ２７，０７５千円

遺跡発掘調査
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 ５，６２４千円

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 １９，５９０千円

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 ２０，３１０千円

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

3 人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる

○ 多様な主体の協働による地域コミュニティの活性化

地域づくり活動支援事業 ２８１，７４０千円

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
町内会集会施設整備に対する助成

市民活動支援事業 ５，３００千円

市民活動団体に対する助成
防犯カメラ設置に対する助成

市民憲章推進事業 ９，５００千円

花いっぱい運動の推進
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生涯学習推進事業 ４，９００千円

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

公民館管理事業 １５３，９５４千円

久々野公民館外壁等改修工事

図書館管理事業 １８８，９９０千円

煥章館、分館の運営

○ 利便性の高い都市機能とネットワークの構築

公園管理事業 １３５，６６３千円

都市公園等の維持管理・修繕

歴史的環境保全整備事業 １５，０００千円

☆ まちかどスポット（大雄寺スポット）整備

火葬場建設事業

市民説明会等の実施 １，２３０千円

ごみ処理事業 １，１１８，２７７千円

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 ７００千円

新ごみ処理施設建設に向けた検討

水道施設改良事業 ９９４，４００千円

☆ 導水管路の耐震化整備
☆ 紫外線処理施設整備

浄水施設改良
基幹管路の耐震化整備
配水管布設替

☆ 地理情報システム（ＧＩＳ）の整備
有収率改善対策
非常用発電機の整備
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下水道施設改良事業 ７５１，８００千円

汚水管きょ布設、マンホール蓋長寿命化、マンホールポンプ更新ほか
☆ 下水道処理区域再編整備
☆ 公共下水道宮川終末処理場中央監視設備の長寿命化整備

公共下水道宮川終末処理場沈砂池設備の長寿命化整備
特定環境保全公共下水道施設の長寿命化整備
農業集落排水施設の長寿命化整備
非常用発電機の整備

橋りょう長寿命化改良事業 ２１４，０００千円

田頃家橋、鶴ノ巣橋、日和橋、二本木橋、三九朗橋、不動島橋、
黍生大橋、谷戸橋

道路新設改良事業 ３２５，０８８千円

旅行村線
上切中切２号線

街路整備事業 ４１８，６８５千円

街路松之木千島線

道路橋りょう維持修繕事業 ４６４，０００千円

☆ 工事発注時期の平準化（債務負担行為の設定）
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

除雪対策事業 ６５９，２００千円

道路、歩道除雪
流雪溝整備（名田相生線）
除雪車両購入

バリアフリー対策事業 ９２，０００千円

歩車共存型道路整備（千島花里線ほか）

中部縦貫自動車道等推進事業 ３，０９０千円

☆ 国道４１号宮峠トンネル完成イベントの開催

総合交通対策事業 ２７４，８５４千円

まちなみバス、のらマイカーの運行
小型車両によるデマンド運行

☆ 観光特化型バスの運行
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

☆ 公共交通の利用促進
観光特化型バスの利用促進
高齢者・若年者の公共交通の利用促進
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公衆便所管理事業 １６，６７５千円

し尿処理施設管理事業 １７３，９１０千円

環境センター、久々野衛生センターの維持管理

○ 地域特性の保全、活用、創出

建築政策推進事業 １８，０８９千円

☆ 伝統的大工技術継承に対する助成

景観保全奨励事業 ３２，５８１千円

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
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

☆ 無電柱化整備事業 ２５０，０００千円

無電柱化整備（上一之町花里線）

緑地保全推進事業 ６，５８０千円

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

空家等対策事業 ６，４９２千円

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

自然公園等管理事業 １１６，６６４千円

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
県中部山岳国立公園活性化推進協議会負担金
山岳トイレの整備に対する助成

環境都市推進事業 ４，７７０千円

☆ 環境政策顧問の設置

自然エネルギー普及促進事業 １４，０２０千円

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
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生物多様性保全推進事業 ９，１８５千円

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

生活環境保全事業 ６，４８５千円

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

資源化推進事業 １８７，５４３千円

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

浄化槽整備費助成事業 １４，０００千円

集合処理計画区域外の設置に対する助成（市単独上乗せ）

生活環境保全林管理事業 １５，３８１千円

飛騨美濃せせらぎ街道沿道の景観整備

○ 安全への備えと災害時の対応強化

災害対策事業 ３２９，６８１千円

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
災害対応備品の購入（電気自動車用外部給電器ほか）
防災行政無線電源設備等の更新

☆ 防災行政無線中継局の土地・建物の購入
☆ 道路沿線立木の伐採によるライフライン保全対策

建築物耐震対策事業 ２１４，２１０千円

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

☆ 耐震診断義務化建築物の耐震改修に対する助成

交通安全推進事業 ６，３４０千円

☆ 高齢運転者の安全装置設置に対する助成

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
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消防本部運営事業 １６９，３６９千円

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の屋外設置
☆ 言語、聴覚障がい者向け緊急通報システムの導入

消防団運営事業 ２８３，０９１千円

消防団入団促進
☆ 消防団員出動手当の拡充
☆
☆

消防施設整備事業 ２５３，５５０千円

救助工作車更新　１台
警防搬送車更新　１台
消防団車両更新　３台
耐震性貯水槽設置　２基

○ 長期的な視点による公共サービスの提供

公共施設等総合管理計画推進事業 ２５０千円

公共施設等総合管理計画の推進

着実な計画の推進

総合計画推進事業 ２，０７７千円

市民アンケート、事業評価等による総合計画の進捗管理

行政経営推進事業 ７０５千円

行政経営推進委員会、行政経営方針の推進

ふるさと寄附推進事業 １８４，２２０千円

ふるさと寄附贈呈品
☆ ポータルサイトの充実

東京事務所運営事業 ９，０７０千円

東京事務所による情報発信機能等の強化

広報広聴事業 ９８，４８４千円

広報たかやま発行
CATV、ラジオ番組制作等

☆ 広報紙面の外部評価等の実施

行政事務電算化推進事業 ３９１，２４６千円

総合行政事務電算委託
☆ 地理情報システム（ＧＩＳ）の多目的利用

消防団員の運転免許取得に対する助成
消防団員活動服、安全靴の更新

21



議会運営事業 １４，９３０千円

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
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令和２年度高山市当初予算「新規・拡充事業」

【多様な働き方に適応した労働環境の構築】 ［商工課］

　インターンシップ受入事業者に対する助成 600千円

　子ども夢創造事業（しごと体験） 1,000千円

　働き方改革に関するセミナー 400千円

【地域産業の担い手確保と生産性の向上】 ［林務課］

　林業就業体験ツアーの実施 300千円

　介護人材の確保 ［高年介護課］

　　介護ロボットの導入に対する助成 3,000千円

　　介護支援専門員再就業に対する助成 400千円

　事業承継への支援 ［商工課］

　　事業承継希望者とのマッチング 300千円

　スマート農業技術導入に対する助成 ［農務課］

　　ＩＣＴを活用した農業機械の導入に対する助成 6,000千円 ●

【品質・価値の向上と情報発信】
　インナーブランディングの推進 ［ブランド戦略課］

　　ものづくりを行う人材に焦点を当てたパンフレットの作成 1,100千円

　　デジタルアーカイブ事業（映像等記録作成）の実施 2,700千円

［海外戦略課］

　飛騨高山の美術と工芸品展（アメリカ・ロサンゼルス） 1,000千円

【既存産業の強化と新たな産業の創出】 ［観光課］

　教育旅行調査 1,000千円

　飛騨民俗村再整備構想に基づく整備 72,600千円 ●

［商工課］

　伝統的工芸品のＰＲに対する助成 2,500千円

［畜産課］

　家畜診療所の設置 23,270千円

　全日本ホルスタイン共進会出品への奨励 690千円

［農務課］

　荘川小水力発電所の維持管理 5,810千円

　土地改良事業の実施 ［農務課］

　　県営中山間地域総合整備事業（南高山） 6,450千円

　　松之木揚水機改修、岩井用水路改修 16,000千円

　森林整備の促進 ［林務課］

　　間伐、枝打ち、間伐材利用、広葉樹施業、再造林促進 70,000千円 ●

【地域循環型経済の構築】 ［商工課］

　地域経済実態調査 9,000千円

　マイナンバーカードを活用した消費活性化の推進 2,300千円 ●

●印は国県支出金あり

多様な働き方と優れた産品、サービスで財を稼ぐ
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【心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現】
　健康寿命の延伸 ［健康推進課］

　　禁煙外来受診費用に対する助成 2,000千円

　　小児がん患者へのワクチン再接種に対する助成 300千円 ●

　医療水準の確保 ［医療課］

　　専攻医等の受入れ 3,600千円

　　地域医療広域連携の強化（医療連携推進法人への参画） 331千円

［市民課］

　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 250千円

　地域医療確保への支援 ［医療課］

　　岐阜大学と連携した産婦人科医療体制の研究（講演会、講座など） 3,000千円

　　医学生を対象としたガイダンスへの参加 4,000千円 ●

［福祉課］

　災害弔慰金等支給審査委員会の設置 46千円

　飼い主のいない猫の緊急保護に対する助成 ［健康推進課］

　　飼い主のいない猫の保護、不妊手術等を行う団体に対する助成 300千円

【安心して子育てができる環境の充実】 ［子育て支援課］

　町内会等が行う児童遊園地整備に対する助成 3,000千円

　国府児童館の指定管理 12,074千円

　産後ケア事業の充実 ［健康推進課］

　　　妊産婦相談窓口の設置 130千円

　　　心身の休養が必要な産婦に対する支援 1,600千円 ●

　養育支援が必要な家庭に対する訪問支援 ［子育て支援課］

　　子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭等に対する訪問型支援の実施 3,600千円 ●

　ひとり親家庭等に対する訪問支援
　　ひとり親家庭に対する子育て支援、生活援助 1,000千円 ●

　施設等の退所に係る身元保証人の確保に対する支援
　　母子生活支援施設等の退所者の連帯保証人となった施設長の保険加入 40千円 ●

　障がい児通園等に対する助成
　　遠方へ通院等を行う障がい児等への宿泊費、保護者の旅費に対する助成 16,000千円

　私立保育所に対する副食費に係る市独自軽減分の助成 12,000千円

　保育士確保プロモーション
　　保育士確保に向けたＰＲ映像制作 1,140千円

【夢と誇りとやさしさにあふれる人の育み】
　小中学校大規模改修 ［教育総務課］

　　三枝小学校、江名子小学校長寿命化改修設計 49,900千円

　　江名子小学校プール改修設計

　　清見中学校屋内運動場長寿命化改修設計

　小中学校の運営 ［学校教育課］

　　校務支援システムの導入 7,170千円

　　小学校の教科書改訂に伴う指導書購入 33,000千円

心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する
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　ＩＣＴ機器を活用した教育の推進
　　電子黒板・デジタル教科書の配置 45,820千円

　若者を中心とした活動拠点の設置 ［企画課］

　　若者等活動事務所の管理・運営 5,200千円

【文化芸術・スポーツ活動等による心の豊かさの創出】
東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連の取り組み ［スポーツ推進課］

　　東京２０２０オリンピック聖火リレーミニセレブレーションの開催 480千円

　　東京２０２０パラリンピック聖火フェスティバル高山市採火式の開催 330千円

　　東京２０２０オリンピック、パラリンピック観戦ツアーの実施 1,700千円

　スポーツ活動の充実
　　高地トレーニングエリアを利用した健康づくり教室の開催 770千円

　文化芸術の振興      ［生涯学習課］

　　飛騨高山国際現代木版画展 6,190千円

　姉妹・友好都市との交流      ［海外戦略課］

　　高山・デンバー姉妹友好都市提携６０周年記念事業 4,890千円

【歴史・伝統の保存、継承、活用】
　重要伝統的建造物群保存地区の拡大 ［文化財課］

　　伝統的建造物群保存地区拡大に向けた調査 3,100千円 ●

【利便性の高い都市機能とネットワークの構築】 ［都市計画課］

　まちかどスポット（大雄寺スポット）整備 15,000千円 ●

　水道施設の改良 ［上水道課］

　　導水管路の耐震化整備 249,400千円

　　紫外線処理施設整備

　　地理情報システム（ＧＩＳ）の整備（水道事業）

　下水道施設の改良 ［下水道課］

　　下水道処理区域再編整備 52,000千円 ●

　　公共下水道宮川終末処理場中央監視設備の長寿命化整備

　工事発注時期の平準化（債務負担行為の設定） ［維持課］

　　令和３年度当初の工事確保のための債務負担行為を設定 ―

［建設課］

　国道４１号宮峠トンネル完成イベントの開催 2,000千円

　公共交通の充実 ［都市計画課］

　　観光特化型バスの運行 15,100千円

　　観光特化型バスの利用促進 700千円

　　高齢者・若年者の公共交通利用促進 6,800千円

【地域特性の保全、活用、創出】
　伝統的大工技術継承に対する助成 ［建築住宅課］

　　伝統構法を活用した景観修景に対する助成 2,500千円

　無電柱化整備の実施 ［都市計画課］

　　無電柱化整備（上一之町花里線） 250,000千円 ●

人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する

持続可能なまちをつくる
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　環境政策の推進 ［環境政策推進課］

　　環境政策顧問の設置 3,000千円

【安全への備えと災害時の対応強化】
　防災体制の強化 ［危機管理課］

　　　防災行政無線中継局の土地・建物の購入 77,920千円

　　　道路沿線立木の伐採によるライフライン保全対策 20,000千円 ●

　　　災害対応備品の購入（電気自動車用外部給電器ほか） 13,100千円

［建築住宅課］

　耐震診断義務化建築物の耐震改修に対する助成 171,000千円 ●

［協働推進課］

　高齢運転者の安全装置設置に対する助成 2,000千円

［消防］

　言語、聴覚障がい者向け緊急通報システムの導入 3,130千円

　消防団員の処遇改善 ［消防］

      消防団員出動手当の拡充 139,800千円

      消防団員の運転免許取得に対する助成 800千円

      消防団員活動服、安全靴の更新 12,500千円

　ふるさと寄附制度の推進 ［企画課］

　　ポータルサイトの充実 8,800千円

  広報たかやまの充実 ［広報情報課］

　    広報紙面の外部評価等の実施 180千円

　　電子市役所の推進
　　　地理情報システム（ＧＩＳ）の多目的利用 2,600千円
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