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令和３年度予算のポイント

　令和３年度予算は、第八次総合計画に掲げるまちづくりの方向性とまちづくり戦略の着

実な推進を基本としつつ、新型コロナウイルス感染症の拡大により浮き彫りとなった様々

な課題への対応も踏まえた予算として編成しました。

　まちづくり方向性の「多様な働き方と優れた産品、サービスで財を稼ぐ」では、宮川人

道橋（行神橋）左岸の賑わい創出施設整備による中心市街地の活性化や回遊性の向上を図

るほか、地域経済構造分析に基づく強い産業構造の構築に向けた取組や１００年先の森林

づくりなどを推進します。また、「心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する」

では、まちづくり協議会等による地域のまちづくり活動を支援するほか、福祉総合相談窓

口の充実や高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施などを進めます。加えて、「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」では、防災・減

災、国土強靱化等の市民の安全・安心の確保に向けた取組を推進するほか、火葬場やごみ

処理施設、都市計画道路の整備なども着実に推進します。

　感染症への対応については、ウィズコロナ社会における「適応戦略」として、感染の防

止や生活の維持、経済の回復に引き続き取り組むとともに、ポストコロナ社会を前提とし

た中・長期的な視点による「成長戦略」として、力強い経済の発展や豊かな暮らしの実現、

活力ある地域の創出やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進に取り組みます。

　総合計画に掲げる各種施策の着実な推進を図りつつ、年度途中において必要とされる臨

時・緊急的な感染症対策については、補正予算等により適時・適切に対応していきます。

○ 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

47,600,000 46,200,000 1,400,000 3.0

20,887,300 20,926,600 △ 39,300 △ 0.2

9,496,071 9,350,600 145,471 1.6

77,983,371 76,477,200 1,506,171 2.0

○一般会計は、前年度に比べ１４億円、３．０％の増

○特別会計は、６事業で前年度に比べ０．２％の減

○企業会計は、２事業で前年度に比べ１．６％の増

○全体では、前年度に比べ２．０％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

11,912,601 13,314,222 △ 1,401,621 △ 10.5

692,000 712,000 △ 20,000 △ 2.8

10,000 15,000 △ 5,000 △ 33.3

45,000 50,000 △ 5,000 △ 10.0

30,000 28,000 2,000 7.1

90,000 120,000 △ 30,000 △ 25.0

2,000,000 2,100,000 △ 100,000 △ 4.8

20,000 25,000 △ 5,000 △ 20.0

50,000 70,000 △ 20,000 △ 28.6

850,000 30,000 820,000 2,733.3

12,300,000 12,300,000 0 0.0

10,000 10,000 0 0.0

243,597 243,895 △ 298 △ 0.1

563,266 569,336 △ 6,070 △ 1.1

5,829,612 4,884,546 945,066 19.3

3,924,445 3,425,595 498,850 14.6

419,440 391,781 27,659 7.1

5,903 6,003 △ 100 △ 1.7

4,137,820 4,381,840 △ 244,020 △ 5.6

100,000 100,000 0 0.0

1,592,916 1,683,782 △ 90,866 △ 5.4

2,773,400 1,739,000 1,034,400 59.5

47,600,000 46,200,000 1,400,000 3.0

○ 市税は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、１０．５％の減

○ 地方消費税交付金は４．８％の減

○ 地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金により
２，７３３．３％の増

○ 地方交付税は、国の地方財政対策の影響を踏まえ前年同額

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

江名子小学校及び三枝小学校長寿命化改修に３．２億円（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を活用

過疎対策事業債　２億８千万円、学校教育施設等整備事業債　１億４千万円
災害復旧債　３億４千万円、臨時財政対策債　２０億円

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

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

308,664 310,396 △ 1,732 △ 0.6

7,895,824 8,205,467 △ 309,643 △ 3.8

13,759,710 13,541,182 218,528 1.6

2,944,094 3,222,745 △ 278,651 △ 8.6

2,341,754 2,383,315 △ 41,561 △ 1.7

3,306,511 2,884,785 421,726 14.6

5,014,084 4,959,428 54,656 1.1

1,729,916 1,926,240 △ 196,324 △ 10.2

4,783,673 4,750,216 33,457 0.7

1,720,000 0 1,720,000 皆増

3,695,770 3,916,226 △ 220,456 △ 5.6

100,000 100,000 0 0.0

47,600,000 46,200,000 1,400,000 3.0

○ 総務費は、防災行政無線設備更新や中継局の土地・建物購入事業の終了などにより

３．８％の減

○ 民生費は、母子生活支援施設（清和寮）整備に対する助成などにより１．６％の増

○ 衛生費は、ごみ焼却施設延命化事業の終了などにより８．６％の減

○ 商工費は、新型コロナウイルス対策利子補給金や令和２年７月豪雨災害復旧にかかる

観光施設事業特別会計繰出金の増などにより１４．６％の増

○ 消防費は、救助工作車購入やＡＥＤ屋外箱設置事業の終了などにより１０．２％の減

○ 災害復旧費は、令和２年７月豪雨災害復旧工事により皆増

○ 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５．６％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

災害復旧費

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

19,836,760 20,015,688 △ 178,928 △ 0.9

人件費 7,782,128 7,763,195 18,933 0.2

扶助費 8,358,862 8,336,267 22,595 0.3

公債費 3,695,770 3,916,226 △ 220,456 △ 5.6

7,119,839 5,388,562 1,731,277 32.1

20,643,401 20,795,750 △ 152,349 △ 0.7

物件費 6,957,241 7,111,799 △ 154,558 △ 2.2

維持修繕費 1,031,900 927,440 104,460 11.3

補助費等 6,142,796 5,676,151 466,645 8.2

積立金 1,935,868 2,647,784 △ 711,916 △ 26.9

投資及び出資金 361,616 429,515 △ 67,899 △ 15.8

貸付金 1,002,000 1,132,500 △ 130,500 △ 11.5

繰出金 3,111,980 2,770,561 341,419 12.3

その他 100,000 100,000 0 0.0

47,600,000 46,200,000 1,400,000 3.0

○ 義務的経費は、０．９％の減

　人件費は、会計年度任用職員期末手当・共済負担金の増などにより０．２％の増

　　一般職　　　　　　　８３０人（Ｒ２当初）　→　８３４人　　＋４人

　扶助費は、障がい福祉サービス給付費等の増により０．３％の増

　公債費は、市債残高の減少等により５．６％の減

　　市債残高　４７８億円（Ｒ２当初）→４５９億円（Ｒ３当初）△１９億円

　 （全会計）

○ 投資的経費は、令和２年７月豪雨災害復旧費や土地開発基金からの土地買戻しなどに

より３２．１％の増

○ 一般行政経費は、ごみ焼却施設延命化の終了などにより０．７％の減

一般行政経費

計

投資的経費

区分

義務的経費
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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

8,724,000 8,950,000 △ 226,000 △ 2.5

483,100 473,500 9,600 2.0

27,900 28,600 △ 700 △ 2.4

387,700 395,800 △ 8,100 △ 2.0

9,651,400 9,620,300 31,100 0.3

294,200 119,400 174,800 146.4

1,319,000 1,339,000 △ 20,000 △ 1.5

20,887,300 20,926,600 △ 39,300 △ 0.2

○ 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２．５％の減

○ 国民健康保険事業直診勘定は、ＰＣＲ検査委託料の増などにより２．０％の増

○ 観光施設事業は、令和２年７月豪雨災害復旧費用の増などにより１４６．４％の増

○ 後期高齢者医療事業は、広域連合納付金の減などにより１．５％の減

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

3,479,000 3,494,000 △ 15,000 △ 0.4

6,017,071 5,856,600 160,471 2.7

9,496,071 9,350,600 145,471 1.6

○ 下水道事業は、処理区域再編整備の増などにより２．７％の増

水道事業

下水道事業

計

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

計

区分
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令和３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】
  労働者に対する災害・新型コロナ関連融資制度の借入への支援 ［商工課］

　　令和２年７月豪雨災害融資の借入れに対する助成 240千円

　　新型コロナウイルス対策融資の借入れに対する助成 180千円

【地域産業の担い手確保と生産性の向上】
　地元就労・移住支援 ［商工課］

　　４５歳未満のＵＩＪターン就職者に対する家賃助成 44,000千円

　林業の担い手育成 ［林務課］

　　市内就業を希望する県立森林文化アカデミー学生に対する助成 1,500千円

　　林業就業移住者に対する助成 2,000千円 ●

　事業承継への支援 ［商工課］

　　事業承継関連制度融資の借入れに対する助成 3,800千円

  農業者・事業者に対する災害・新型コロナ関連融資制度の借入への支援
［農務課・商工課］

　　令和２年７月豪雨災害融資の借入れに対する助成 240千円

　　新型コロナウイルス対策融資の借入れに対する助成 299,480千円

【品質・価値の向上と情報発信】 ［海外戦略課］

　海外誘客オンラインプロモーション 17,000千円

【既存産業の強化と新たな産業の創出】
  地域の魅力を活かした観光振興 ［観光課］

　　乗鞍スカイライン復旧記念イベントに対する助成 1,000千円

　産業の強化に向けた取り組みへの支援 ［商工課］

　　中小企業生産性革命推進事業補助金（令和2年度コロナ特別枠採択への助成） 65,000千円

  賑わいのある商業空間の形成
　　宮川人道橋（行神橋）左岸の賑わい創出施設整備 133,910千円 ●

　土地改良事業の実施 ［農務課］

　　中切揚水機改修 8,000千円

　１００年先の森林づくりの推進 ［林務課］

　　森林境界明確化 84,000千円

　　重点区域森林の整備（災害に強い森林づくり） 37,300千円

【地域循環型経済の構築】
　都市部の企業誘致 ［商工課］

　　サテライトオフィス誘致活動 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

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新
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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】
　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 ［健康推進課・高年介護課］

　　フレイル予防講座 500千円

　　高齢者健康教室 35,000千円 ●

［健康推進課］

　がん患者医療用補正具購入に対する助成 400千円 ●

　期間内に接種の終わらない子宮頸がんワクチン接種に対する助成 800千円

　感染症対策
　　感染症対策備蓄物資購入 3,800千円

　地域医療確保への支援 ［医療課］

　　感染症対策のための医療従事者の宿泊に対する助成 1,000千円

　国民健康保険による給付 ［市民課］

　　傷病手当金 2,000千円

　高齢者在宅生活支援事業 ［高年介護課］

　　終活セミナーの開催 100千円

　福祉総合相談窓口の充実 ［福祉課］

　　福祉サービス総合相談支援センター（就労準備・家計改善支援の充実） 22,300千円 ●

　　基幹相談支援センターの設置（障がい児者への訪問型支援等） 11,700千円 ●

　被災者への支援
　  被災者生活・住宅再建に対する支援 1,500千円 ●

［協働推進課］

　結婚新生活世帯に対する助成 8,000千円 ●

【安心して子育てができる環境の充実】
　地域ぐるみでの子育て支援 ［子育て支援課］

　　子ども食堂の開設・運営に対する助成 2,100千円 ●

　母子生活支援施設整備に対する助成
　　母子生活支援施設（清和寮）整備に対する助成 72,348千円

　障がい児保育に対する助成
　　重度障がい児受入に対する補助の拡充 94,000千円

　保育園における感染症対策
　　　私立保育園における感染症対策のための備品購入等に対する助成 8,300千円 ●

　　　公立保育園における感染症対策のための備品購入等 3,600千円 ●

【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］

　　江名子小学校・三枝小学校校舎長寿命化改修 906,600千円 ●

　　西小学校プール改修設計委託

　　清見中学校屋内運動場長寿命化改修

　　東山中学校屋内運動場長寿命化改修設計委託

心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

2



　子どもが安心できる環境の整備 ［学校教育課］

　　いじめ防止アドバイザー・緊急サポートスタッフの派遣 1,370千円

　小中学校の運営
　　中学校の教科書改訂に伴う指導書購入 25,000千円

　郷土教育の推進
　　社会科副読本「飛騨の高山」別冊の発行 770千円

　ＩＣＴ機器を活用した教育の推進
　　インターネットを活用した在宅学習環境の整備 270千円

　　1人1台タブレットの配置 81,520千円

【文化芸術・スポーツ活動等による心の豊かさの創出】
　文化芸術の振興      ［生涯学習課］

　　第４回飛騨高山文化芸術祭に向けた準備 2,000千円

　姉妹・友好都市との交流
　　松本市姉妹都市提携５０周年記念事業 1,270千円

【歴史・伝統の保存、継承、活用】
　伝統的建造物群保存地区の防災対策 ［文化財課］

　　高山市政記念館耐震補強工事 118,550千円 ●

【利便性の高い都市機能とネットワークの構築】

　ごみ処理施設の整備 ［ごみ処理場建設推進室］

　　基本設計、環境影響分析、事業者選定、用地取得　ほか 80,270千円 ●

　水道施設の改良 ［上水道課］

　　紫外線処理施設整備（認可・設計） 24,000千円

【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］

　　　ハザードマップの作成 3,300千円

　ふるさと寄附制度の推進 ［ブランド戦略課］

　　ふるさと寄附ＰＲ（贈呈品やポータルサイトの充実ほか） 44,000千円

　電子市役所の推進 ［広報情報課］

　　情報通信に関する先端技術の活用（行政手続のオンライン化ほか） 40,040千円

　議会改革  ［議会事務局］

　　議会改革に関するシンポジウムの開催 1,100千円

着実な計画の推進

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

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新
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２２億  　２２７万円
１０億７，２００万円

☆は、新規・拡充事業等

【感染症対策の推進】
保育施設感染症対策事業（私立、公立） １１，９００千円
☆ 私立保育園における感染症対策のための備品購入等に対する助成
☆ 公立保育園における感染症対策のための備品購入等

小中学校感染症対策事業 １，６００千円
小中学校における感染症対策のための消耗品の購入

救急事業 １，７００千円
救急活動における感染症対策のための防護服等の購入

救急医療対策事業・国民健康保険事業（直診勘定） ７００千円
休日診療所・国保診療所における感染症対策のための防護服等の購入

感染症対策事業 ５，３００千円
☆ 感染症対策備蓄物資購入

感染症対策等に関する啓発

感染症拡大防止協力金事業 ２６２，０００千円
県の感染症拡大防止協力金への負担金

国民健康保険事業（直診勘定） ３４，０００千円
地域外来・検査センターの運営

新型コロナウイルスワクチン接種事業 ４６０，０００千円
新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施

【地域医療の確保】
医療確保等支援事業 １，０００千円
☆ 感染症対策のための医療従事者の宿泊に対する助成

[2月補正・繰越事業]

令和３年度高山市当初予算「コロナ対策関連予算」（主な取り組み）

総額 ３２億７，４２７万円
Ｒ３．当初
Ｒ２．２月・３月補正

[3月補正・繰越事業]

感染の防止

ウィズコロナ社会における

「適応戦略」の着実な推進

1



【市民生活の安定】
新型コロナウイルス総合窓口事務費 －　千円

新型コロナウイルス総合窓口の運営

総合相談支援事業 ２，０００千円
住居確保給付金

国民健康保険事業（事業勘定） ２，０００千円
☆ 傷病手当金

勤労者融資事業 １８０千円
新型コロナウイルス対策利子補給金

【雇用の確保】
雇用促進事業 ５０，０００千円

雇用調整支援事業（国助成金への上乗せ助成）

【地域経済の回復】
商工関係団体支援事業 １９０，０００千円

産業団体等消費活性化策支援事業の実施

総合交通対策事業 １０，０００千円
プレミアム付き公共交通利用券の利用期間延長（Ｒ３．６末まで）

移住促進事業 ９，０００千円
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

匠の家づくり支援事業 ４５，０００千円
市産材を利用した住宅建築等に対する助成

高齢者等住宅改造助成事業 １２０，０００千円
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

子育て住環境整備事業 ３０，０００千円
子育て家庭の多世代同居等に対する助成

中心市街地活性化事業 ６，５００千円
中心市街地における住宅の新築・取得・改修に対する助成

建築政策推進事業 １０，０００千円
伝統的大工技術継承に対する助成

[事務費のみ]

[3月補正・繰越事業]

[2月補正・繰越事業]

[3月補正・繰越事業]

経済の回復

生活の維持
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建築物耐震対策事業 ７，５００千円
ブロック塀の撤去等に対する助成

景観保全奨励事業 ２９，４００千円
市街地景観保存区域建造物の修景等に対する助成
景観重要建造物の修景に対する助成
景観形成に対する助成

【事業の継続】
事業承継支援事業 ３，８００千円
☆ 事業承継関連制度融資の借入れに対する助成

農業制度資金等利子補給事業 ４８０千円
新型コロナウイルス対策利子補給金

中小企業融資事業 ３９９，０００千円
新型コロナウイルス対策利子補給金・保証料補給

【地域経済の発展】
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

ふるさと寄附推進事業 ４７１，９００千円
☆ ふるさと寄附ＰＲ（贈呈品やポータルサイトの充実ほか）

海外戦略推進事業 １７，０００千円
☆ 海外誘客オンラインプロモーション

消費活性化策事業 ４００千円
マイナンバーカードを活用した消費活性化の推進

【産業の革新】
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

[3月補正・繰越事業含む]

ポストコロナ社会を前提とした中・長期的な視点による

「成長戦略」の展開

力強い経済の発展
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商工関係団体支援事業 ６５，０００千円
☆ 中小企業生産性革命推進事業補助金（令和２年度コロナ特別枠採択への助成）

企業誘致対策事業 ８８，２３５千円
企業立地に対する助成
お試しサテライトオフィスの運営
サテライトオフィスの開設に対する助成

☆ サテライトオフィス誘致活動

【ＱＯＬ（クオリティオブライフ）の向上】
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

文化芸術振興事業 ５９，５２０千円
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ほか）
文化活動に対する助成
市美術展覧会の開催
臥龍桜日本画大賞展
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

☆ 飛騨高山文化芸術祭開催事業 ２，０００千円
第４回飛騨高山文化芸術祭に向けた準備

スポーツ推進事業 ３０，４００千円
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

【社会基盤の充実】
行政事務電算化推進事業 ４０，０４０千円
☆ 情報通信に関する先端技術の活用（行政手続のオンライン化ほか）

教育機器整備事業 １７９，８４０千円
電子黒板・デジタル教科書の配置

☆ 1人1台タブレットの配置（ＧＩＧＡスクール構想）

教育研究所運営事業 ２７０千円
☆ インターネットを活用した在宅学習環境の整備

豊かな暮らしの実現
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【パートナーシップの強化】
地域づくり活動支援事業 ２６４，８６０千円

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 ４，１６０千円
市民活動団体に対する助成

【関係人口等の獲得】
移住交流促進事業 １２，９７０千円

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（再掲）
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

新規就農者等育成支援事業 ８００千円
就農移住者に対する助成

林業担い手育成事業 ３，５００千円
☆ 市内就業を希望する県立森林文化アカデミー学生に対する助成
☆ 林業就業移住者に対する助成

若者定住促進事業 １１９，０００千円
☆ ４５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

空家等対策事業 ６，１６０千円
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

飛騨高山応援事業 ２，８８０千円
飛騨高山「めでたの会」の会員募集、会員交流会ほか

大学連携推進事業 １７，２００千円
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

活力ある地域の創出

DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進
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【市民サービスの向上】
行政事務電算化推進事業（再掲） ４０，０４０千円
☆ 情報通信に関する先端技術の活用（行政手続のオンライン化ほか）

教育機器整備事業（再掲） １７９，８４０千円
電子黒板・デジタル教科書の配置

☆ 1人1台タブレットの配置（ＧＩＧＡスクール構想）

教育研究所運営事業（再掲） ２７０千円
☆ インターネットを活用した在宅学習環境の整備

消費活性化策事業（再掲） ４００千円
マイナンバーカードを活用した消費活性化の推進

【効率・生産性の向上】
スマート農業導入事業（再掲） ６，０００千円

ＩＣＴを活用した農業機械の導入に対する助成

商工関係団体支援事業（再掲） ６５，０００千円
☆ 中小企業生産性革命推進事業補助金（令和２年度採択等への助成）

DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進
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