
令和４年度の主な環境施策について

基本目標 区分 事業名等 事業内容 担当課

１．自然との共生 継続 特定外来生物駆除事業
特定外来生物（オオハンゴンソウ、オオキンケイ
ギク）の駆除作業（重点地域等）と防除啓発

環境政策推進課

継続 いのちの森づくり事業
植樹イベントの実施や民間団体が行う事業への
支援

環境政策推進課

継続
自然環境学習等事業
（乗鞍山麓五色ヶ原の森等を活用）

乗鞍山麓五色ヶ原の森等を活用した自然環境
学習の推進や山の自然学校の開催

環境政策推進課

継続
自然公園に関すること
（五色ヶ原の森、乗鞍スカイライン適正利用等）

自然公園の保護と利用の両立を図るためのさま
ざまな取り組みを実施

環境政策推進課

拡充 飛騨山脈ジオパーク推進事業
持続可能な地域づくりを目的としたジオパークの
推進

環境政策推進課

継続 白山ユネスコエコパーク推進事業
白山ユネスコエコパークの保全と活用の推進
（白山ユネスコエコパークの普及啓発及び、荘川
地域内でのエコパークツアーの実施）

環境政策推進課

継続 岐阜県中部山岳国立公園活性化事業
岐阜県内の中部山岳国立公園及び周辺地域の
活性化の推進

環境政策推進課

継続 農作物獣害防止対策事業費
地域ぐるみの鳥獣侵入防止策の設置に対する
補助、捕獲技術者育成奨励金、有害鳥獣捕獲
報償金

農務課

継続
緑の保全事業補助金
（未利用資源活用促進事業）

山林の林地残材を活用し、バイオマス資源とするため
の集運経費等に対して補助

林務課

継続 施設緑化木等配布事業
市街地の緑化意識の高揚と推進を図るために公共施
設及び緑のパートナーに緑化木等を配布

都市計画課

継続
緑化推進事業補助金（保存樹、保護地区等
の管理及び育成事業）

良好な自然環境の確保と美観風致の維持を目的に
市指定の保存樹、保護地区等の管理及び育成事業
に要する経費に対し補助

都市計画課

継続 緑地保全推進事業
市街地と取り囲む山林を対象にみどりの保全契約を
締結し、開発の抑制と緑地の保全を図るために奨励
金を交付

都市計画課

継続 里山取得事業
緑地の保全、自然景観及び自然環境の維持を図るた
め、市街地を取り囲む山林を里山として取得

都市計画課

継続 里山林整備事業
里山を適正に維持管理するため、間伐、危険木の撤
去、下草刈りを実施

都市計画課

２．地球環境の保全 継続
自然エネルギーによるまちづくり検討委員
会

産学官連携による自然エネルギーを活用した
「飛騨高山モデル」の構築

環境政策推進課

継続 木質バイオマス活用促進事業補助金
ペレットストーブ、ボイラー（大型含む）、薪ストー
ブの導入に対する補助

環境政策推進課

継続 自然エネルギー導入支援事業
町内会等に対し、アドバイザーの派遣、 調査設
計（基本設計）に要する経費の助成、自然エネ
ルギー活用支援資金融資などによる支援を実施

環境政策推進課

継続 「積まマイカー」間伐材収集運搬事業
木の駅に集積された間伐材等を収集し、市内の
エネルギー原料加工所へ運搬するトラック運行
事業

環境政策推進課

継続 「地球温暖化対策地域推進計画」の推進 令和3年度策定の当該計画の推進 環境政策推進課

継続 クールビズの実施 ５/１１～９/３０の間、夏の軽装による勤務を実施 総務課

資料１
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資料１

継続 低公害車の導入
電気自動車１台、プラグインハイブリッド車４台を更新
予定

契約管財課

継続 防犯灯改修等事業補助金
町内会が維持管理する防犯灯の改修（ＬＥＤ化）
等への補助

協働推進課

継続 匠の家づくり支援事業補助金 市産材を使用した木造建築物に対する補助 林務課

継続
森林整備におけるカーボンオフセット事業
（都市部との連携）

（千代田区）千代田区との協同による森づくり
（港区）みなとモデル二酸化炭素固定認証制度の推
進

林務課

継続
中小企業子育て・環境保全推進支援補助
金

岐阜県中小企業資金融資制度の元気企業育成資金
のうち、新エネルギー等支援資金融資の利息分（融
資実行から1年間）を補助

商工振興課

継続 小学校・中学校大規模改修事業

江名子・三枝小学校校舎、東山中学校屋内運動場の
長寿命化改修工事において、照明のLED化、節水型
トイレの設置、内装の木質化等を実施。校舎について
はペレットストーブも導入

教育総務課

３．快適な生活環境
の確保

継続 ポイ捨て等及び路上喫煙禁止の推進 ポイ捨て等及び路上喫煙防止の推進 生活環境課

継続 公害防止のための悪臭・水質立入調査 公害苦情時の悪臭・水質等測定 生活環境課

継続 生ごみ堆肥化装置設置事業補助金 生ごみ堆肥化装置の設置に対する補助 生活環境課

継続 河川水質調査業務
市内を流れる河川の水質状況を把握するための
調査を実施

生活環境課

継続 土壌中放射性物質調査業務
市内の保育園、幼稚園、小中学校において調査
を実施

生活環境課

継続 ごみの資源化推進 ごみの分け方･出し方の配布 生活環境課

継続 ごみ処理施設建設事業費
事業者選定委員会の運営、建設・造成工事の発注
等
＊建設・造成工事（R4～R7）153億円

ごみ処理場建設
推進課

継続 不法投棄監視パトロール 市内全域の不法投棄監視パトロール
ごみ処理場建設
推進課

継続 ごみステーションの管理
ごみステーション防護ネットの無料貸し出し
ごみステーションの看板製作

ごみ処理場建設
推進課

継続 環境保全型農業推進事業費
廃ビニールの適正処理や環境保全型農業の取
り組む農業者に対する補助

農務課

継続 民間建築物アスベスト対策事業補助金
民間の既存建築物に吹付けられている建材に関
するアスベスト含有調査及びアスベスト除去等工
事への助成

建築住宅課

継続 水洗便所等改造資金融資あっせん制度
し尿浄化槽や汲取り便所を下水道に接続するた
めの資金の借入れを金融機関にあっせん

下水道課

継続 浄化槽設置整備補助金
浄化槽整備区域において、浄化槽を設置する場
合に対する補助

下水道課
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資料１

４．豊かな社会環境
の整備

継続 若者等活動事務所管理事業費
若者による地域活性化及び歴史文化や伝統文
化、美しい町並み景観の保存継承を推進する
「高山市若者等活動事務所（村半）」の維持管理

企画課

継続 歴史遺産等保存活用事業
語り部養成講座の開催、文化財周知説明板の
整備、天然記念物等の維持管理及び実態調査
の実施

文化財課

新規 指定文化財保存修理事業

国指定天然記念物「臥竜のサクラ」の樹勢回復工事、市指定天然記
念物「小鳥峠ミズバショウを含む湿原植物群」の保護対策工事、県指
定天然記念物「枝垂れザクラ」及び市指定天然記念物「恵林寺のコウ
ヤマキ・イチョウ」の保護処置に対する補助

文化財課

継続 飛騨高山まちの博物館管理事業
まちの博物館特別展において、自然災害の事例や仕組みに
関する自然科学分野の展示や、高山市史「飛騨の中世編」
に関連した中世山城についての展示等を実施

文化財課

継続 防犯灯改修等事業補助金（再掲）
町内会が維持管理する防犯灯の改修（ＬＥＤ化）
等への補助

協働推進課

継続 緑地保全推進事業（再掲）
市街地と取り囲む山林を対象にみどりの保全契約を
締結し、開発の抑制と緑地の保全を図るために奨励
金を交付

都市計画課

継続 里山取得事業（再掲）
緑地の保全、自然景観及び自然環境の維持を図るた
め、市街地を取り囲む山林を里山として取得

都市計画課

継続 里山林整備事業（再掲）
里山を適正に維持管理するため、間伐、危険木の撤
去、下草刈りを実施

都市計画課

５．環境にやさしい
人づくり

継続 快適環境づくり市民会議
クリーン作戦、グリーンマーケット、推進大会の開
催等

生活環境課

継続 特定外来生物防除事業（再掲）
特定外来生物（オオハンゴンソウ、オオキンケイ
ギク）の駆除作業（重点地域等）と防除啓発

環境政策推進課

継続 いのちの森づくり事業（再掲）
植樹イベントの実施や民間団体が行う事業への
支援

環境政策推進課

継続
自然環境学習等事業
（乗鞍山麓五色ヶ原の森等を活用）（再掲）

乗鞍山麓五色ヶ原の森等を活用した自然環境
学習の推進や山の自然学校の開催

環境政策推進課

継続
自然公園に関すること（五色ヶ原の森、乗鞍
スカイライン適正利用等）（再掲）

自然公園の保護と利用の両立を図るためのさま
ざまな取り組みを実施

環境政策推進課

拡充 飛騨山脈ジオパーク推進事業（再掲）
持続可能な地域づくりを目的としたジオパークの
推進

環境政策推進課

継続 白山ユネスコエコパーク推進事業（再掲）
白山ユネスコエコパークの保全と活用の推進
（白山ユネスコエコパークの普及啓発及び、荘川
地域内でのエコパークツアーの実施）

環境政策推進課

継続
岐阜県中部山岳国立公園活性化事業（再
掲）

岐阜県内の中部山岳国立公園及び周辺地域の
活性化の推進

環境政策推進課

継続
ポイ捨て等及び路上喫煙禁止の推進（再
掲）

ポイ捨て等及び路上喫煙防止の推進 生活環境課

継続
公害防止のための悪臭・水質立入調査（再
掲）

公害苦情時の悪臭・水質等測定 生活環境課

継続 生ごみ堆肥化装置設置事業補助金（再掲） 生ごみ堆肥化装置の設置に対する補助 生活環境課
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