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資 料 4-4
令和２年度当初予算案について

１） 予算全体の基本的な考え方

（背 景）

① 当市の団体規模に対する地方債残高の比率が高い状況にある中、当市最大

の歳入科目である地方交付税は、国勢調査の人口の減少分も含め縮減が継続し

ていく状況にあります。

② 東海環状自動車道の山県インターチェンジが令和2年3月20日に供用開始

予定です。また、当市に縁があるとされる明智光秀がＮＨＫの大河ドラマ｢麒

麟がくる｣の放送が開始されたことにより交流人口が増加しています。これら

を契機としたまちづくりの推進が急務であり、この効果の最大化を目指してい

くため、時期を逸することのないような予算措置も必要となっています。

（予算編成理念）

令和２年度当初予算案は、「包括的な子育て支援と女性の活躍」「インターチェ

ンジ開通を契機としたまちづくり」「健康寿命の延伸と高齢者の活躍」「防災減災

による市民の安全確保」の４つの重点的事項を柱として、安心して生活できる

まちづくりを目指した予算編成に取り組みました。

（予算のキャッチフレーズ）

令和２年度当初予算原案のキャッチフレーズは、

“市民の安全を守る積極型予算”としています。

（概 要） 「令和２年度 山県市当初予算の概要」 ｐ１参照

その結果、令和２年度当初予算案の金額は、一般会計は積極型の142.6億円

（Ｒ元は139.3億円、対前年度＋2.37%）で、４年連続の増加、合併以来3番

目に多い予算額となっています。

特別会計は約75.8億円（Ｒ元は75.8億円、対前年度-0.00%）となっていま

す。

企業会計も合わせた予算総額は約225.7億円（Ｒ元は222.3億円、対前年度

＋1.51%）となっています。



- 2 -

２） 一般会計「歳入」の特筆事項
※ ［ｐ○○参照］は、「令和２年度 山県市当初予算の概要」のページ

（市 税） 2,969,356千円（＋3,793千円、＋0.13％）ｐ３参照

市民税は▲5,400千円（▲0.39％）、たばこ税は▲6,000千円（▲4.44％）

であるが、固定資産税＋9,800千円（＋0.71％）、軽自動車税＋5,400千円（＋

6.55％）で、微増を見込む。ｐ10参照

（地方譲与税） 191,996千円（＋15,056千円、＋8.51％）ｐ３参照

森林環境譲与税配分額の倍増＋19,000千円による増額。

（法人事業税交付金） 10,000千円（皆増）ｐ３参照

法人事業税交付金の新設による。

（地方消費税交付金） 576,000千円（＋96,000千円、＋20.00％）ｐ３参照

消費税率の引上げによる増加を見込んでいる。

（地方交付税） 4,750,000千円（▲50,000千円、▲1.04％）ｐ３参照

普通交付税は、幼児教育・保育の無償化や会計年度任用職員の手当等の財源

措置を盛り込んだ地方財政計画の伸びによる増額を見込んでいるが、人口減少

による減少分（平成28年度から5年をかけて逓減）等や事業費補正の影響額（R

元年度償還終了分）の減少が大きく影響するため減額計上。

（国庫支出金） 1,284,470千円（＋113,062千円、＋9.65％）ｐ４参照

扶助費の増額に伴う国庫負担金757,166千円（＋53,568千円）、建築物耐

震改修補助金154,679千円（＋154,179千円）などによる増額。

（県支出金） 801,882千円（＋97,595千円、＋13.86％）ｐ４参照

扶助費の増額に伴う県負担金403,082千円（＋29,095千円）、子育てのた

めの施設等利用給付金13,622千円（皆増）、建築物等耐震化促進事業補助金7

8,607千円（＋77,341千円）、国勢調査委託金10,871千円（＋10,695千

円）、県知事選挙事務委託金16,830千円（皆増）などによる増額。
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（寄附金） 200,000千円（＋100,000千円、＋100.00％）ｐ４参照

ふるさと応援寄附金を増額。

（繰入金） 1,155,748千円（＋114,474千円、＋10.99％）ｐ４参照

合併振興基金157,000千円（＋17,400千円）、減債基金100,000千円（皆

増）、魅力あるまちづくり基金126,300千円（皆増）を計上し、基金目的の各

種事業に充当。また、寄附金の増加によるふるさと応援基金の増（＋155,60

0千円）などにより、実質的な財源不足を補填する財政調整基金繰入れは、▲

286,404千円の減額。ｐ１３～１４参照

（諸収入） 201,648千円（▲115,807千円、▲36.48％）ｐ４参照

プレミアム付商品券事業終了による販売収入（▲100,000千円）の減など

による減額。

（市 債） 1,727,400千円（＋21,500千円、＋1.26％）ｐ４参照

緊急自然災害防止対策事業債456,800千円（＋355,800千円）、地域活性

化事業債12,800千円（＋9,300千円）、辺地対策事業債24,300千円（＋8,7

00千円）などによる増額。ｐ１４参照

以上【問い合わせ先】企画財政課 ０５８１－２２－６８２５
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［②　一般会計　歳入］ （単位：千円）

比率 ％ 比率 ％
金 額
ａ - ｂ

率
ａ / ｂ － １

市税 2,969,356 20.8 2,965,563 21.3 3,793 0.13%

地方譲与税 191,996 1.3 176,940 1.3 15,056 8.51%

利子割交付金 7,400 0.1 7,400 0.1 0 0.00%

配当割交付金 12,000 0.1 12,000 0.1 0 0.00%

株式等譲渡所得割交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.00%

法人事業税交付金 10,000 0.1 0 0.0 10,000 皆増 

地方消費税交付金 576,000 4.0 480,000 3.4 96,000 20.00%

ゴルフ場利用税交付金 29,000 0.2 29,000 0.2 0 0.00%

自動車取得税交付金 0 0.0 22,000 0.2 △ 22,000 皆減

環境性能割交付金 29,600 0.2 7,600 0.1 22,000 289.47%

地方特例交付金 17,000 0.1 87,000 0.6 △ 70,000 △ 80.46%

地方交付税 4,750,000 33.3 4,800,000 34.5 △ 50,000 △ 1.04%

交通安全対策特別交付金 2,300 0.0 2,500 0.0 △ 200 △ 8.00%

分担金及び負担金 64,050 0.5 69,738 0.5 △ 5,688 △ 8.16%

使用料及び手数料 113,278 0.8 113,105 0.8 173 0.15%

国庫支出金 1,284,470 9.0 1,171,408 8.4 113,062 9.65%

県支出金 801,882 5.6 704,287 5.1 97,595 13.86%

財産収入 6,872 0.1 6,830 0.0 42 0.61%

寄附金 200,000 1.4 100,000 0.7 100,000 100.00%

繰入金 1,155,748 8.1 1,041,274 7.5 114,474 10.99%

繰越金 100,000 0.7 100,000 0.7 0 0.00%

諸収入 201,648 1.4 317,455 2.3 △ 115,807 △ 36.48%

市債 1,727,400 12.1 1,705,900 12.2 21,500 1.26%

合　　　　計 14,260,000 100.0 13,930,000 100.0 330,000 2.37%

※数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が｢総数｣に合わない場合があります。

比　　　　　　　　較

款　　等　　名
令和２年度

ａ
令和元年度

ｂ
備　　　考

市税
20.8%

地方譲与税
1.3%

利子割交付金
0.1%

配当割交付金
0.1%

株式等譲渡所得割交付金
0.1%

法人事業税交付金

0.1%

地方消費税交付金
4.0%

ゴルフ場利用税交付金
0.2%

環境性能割交付金
0.2%

地方特例交付金
0.1%地方交付税

33.3%
交通安全対策特別交付金

0.0%

分担金及び負担金

0.5%

使用料及び手数料
0.8%

国庫支出金
9.0%

県支出金
5.6%

財産収入

0.1％

寄附金
1.4%

繰入金
8.1%

繰越金
0.7%

諸収入
1.4%

市債
12.1%
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３） 主な歳出予算額の変動
※ ［ｐ○参照］は、「令和２年度 山県市当初予算の概要」のページ

（議会費） 134,638千円（+1,158千円、＋0.87％）

○議員報酬等 ▲2,536千円 ・・・p15参照

○政務活動費 ＋2,860千円 ・・・p15参照

（総務費） 1,655,464千円（+79,360千円、＋5.04％）

○文書管理システム導入委託料 ＋10,000千円 ・・・p15参照

○防犯推進員報酬 ＋3,161千円 ・・・p15参照

○シティプロモーション業務委託料 ▲6,000千円 ・・・p15参照

○美山支所周辺現況測量・地質調査委託料 ＋3,195千円 ・・・p15参照

○市長車購入 ＋5,500千円 ・・・p16参照

○ふるさと応援寄附金事業・積立金 ＋150,186千円 ・・・p16参照

○公共交通運行補助 ＋22,011千円 ・・・p17参照

○移住支援事業 ＋14,000千円 ・・・p17参照

○デジタル空中写真撮影委託料 ＋5,700千円 ・・・p17参照

○個人番号カード普及促進事業 ＋9,904千円 ・・・p17参照

○通知カード・番号カード事務委任交付金 ＋12,966千円 ・・・p17参照

○県知事及び市議会議員選挙費 ＋30,164千円 ・・・p18参照

（民生費） 3,893,272千円（▲27,451千円、▲0.70％）

○国保特別会計繰出金 ▲12,661千円 ・・・p18参照

○介護保険特別会計繰出金 ＋27,629千円 ・・・p19参照

○福祉医療費助成費 ▲6,042千円 ・・・p19参照

○障がい者自立支援事業 ＋40,309千円 ・・・p19参照

○後期高齢者医療経費 ▲2,819千円 ・・・p20参照

○体験型保育事業委託料 ＋4,141千円 ・・・p20参照

○放課後児童クラブ事業（経常） ▲1,886千円 ・・・p20参照

○児童扶養手当給付費 ▲16,077千円 ・・・p20参照

○児童手当給付費 ▲9,780千円 ・・・p21参照

○保育園管理費（経常･臨時） ＋63,448千円 ・・・p21参照

○高富児童館管理理費（経常･臨時） ＋8,520千円 ・・・p21参照
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○ピッコロ療育センター管理費（経常･臨時） ▲1,256千円 ・・・p21参照

○児童発達支援事業 ＋4,997千円 ・・・p21参照

○生活保護事業 ＋10,129千円 ・・・p21参照

（衛生費） 1,242,698千円（＋13,475千円、＋1.10％）

○予防接種事業 ▲3,230千円 ・・p22参照

○健康増進事業 ▲1,809千円 ・・p23参照

○ごみ分別収集事業 ＋2,106千円 ・・p23参照

○クリーンセンター運営費 ＋9,211千円 ・・p24参照

○岐北衛生施設利用組合負担金 ▲2,115千円 ・・p24参照

（農林水産業費） 742,001千円（＋62,296千円、＋9.17％）

○農業委員会運営費 ＋1,992千円 ・・p24参照

○栗ゾーン整備事業 ▲3,200千円 ・・p24参照

○県単農道整備工事 ＋11,055千円 ・・p25参照

○農地中間管理事業 ＋6,171千円 ・・p25参照

○里山林整備等業務委託料 ▲12,009千円 ・・p25参照

○普及啓発業務委託料 ＋797千円 ・・p25参照

○被害森林処理業務委託料 ＋4,950千円 ・・p25参照

○公共施設内装等木質化工事・木製品購入 ＋6,000千円 ・p25参照

○森林環境整備補助金 ＋4,519千円 ・・p26参照

○森林環境整備基金積立金 ＋17,489千円 ・・p26参照

○治山林道工事 ▲3,949千円 ・・p26参照

（商工費） 356,172千円（▲11,802千円、▲3.21％）

○市内企業等活性化事業補助金 ＋54,000千円 ・・p26参照

○企業立地奨励金 ▲5,797千円 ・・p26参照

○工場用地基盤整備事業 ＋27,580千円 ・・p27参照

○地域経済牽引事業 ▲47,500千円 ・・p27参照

○放送を契機とした観光振興業務委託料 ＋7,051千円 ・・p27参照

○大河ﾄﾞﾗﾏ｢麒麟がくる｣岐阜実行委員会負担金 ＋2,500千円 ・・p27参照

○香り会館管理費（経常・臨時） ▲1,780千円 ・・p27参照

○グリーンプラザみやま管理費（経常・臨時） ▲16,294千円 ・・p27参照
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（土木費） 2,180,624千円（+536,890千円、+32.66％）

○道路台帳整備委託料 ＋4,239千円 ・・・p27参照

○地籍調査事業 ▲3,469千円 ・・・p28参照

○道路橋梁維持事業 ＋3,000千円 ・・・p28参照

○橋梁耐震補修設計･補修工事 ▲9,427千円 ・・・p28参照

○道路改良事業 ▲35,389千円 ・・・p28参照

○河川改良事業 ＋330,658千円 ・・・p28参照

○山県ターミナル整備事業 ▲81,081千円 ・・・p28参照

○公共下水道事業特別会計繰出金 ＋20,197千円 ・・・p28参照

○公園管理業務委託料 ＋18,533千円 ・・・p29参照

○建築物耐震改修補助金 ＋309,358千円 ・・・p29参照

（消防費） 1,188,972千円（▲127,539千円、▲9.69％）

○消防総務（経常） ▲4,503千円 ・・・p29参照

○消防施設管理費（臨時） ▲9,930千円 ・・・p29参照

○防災対策事業（経常・臨時） ▲105,281千円 ・・・p29参照

（教育費） 1,055,419千円（▲1,710千円、▲0.16％）

○子育てのための施設等利用給付負担金 ＋54,488千円 ・・・p30参照

○補足給付事業補助金 ＋2,430千円 ・・・p30参照

○スクールサポートスタッフ報酬等 ＋3,286千円 ・・・p30参照

○教育サポーター報酬等 ▲2,319千円 ・・・p30参照

○特別教育サポーター報酬等 ＋2,477千円 ・・・p30参照

○小学校スクールバス業務委託料 ＋2,581千円 ・・・p30参照

○小学校長寿命化工事 ▲43,068千円 ・・・p30参照

○富岡小学校駐車場整備工事（用地費含む） ＋11,816千円 ・・・p30参照

○小学校管理備品購入費 ▲6,082千円 ・・・p30参照

○小学校備品購入費 ▲26,553千円 ・・・p31参照

○中学校備品購入費 ＋25,208千円 ・・・p31参照

○地区公民館管理費（経常・臨時） ▲6,258千円 ・・・p32参照

○図書館等管理費（経常・臨時） ＋14,081千円 ・・・p32参照

○遺跡発掘調査事業 ＋8,753千円 ・・・p33参照
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○ねんりんピック岐阜2020実行委員会負担金 ＋3,057千円 ・・・p33参照

（公債費） 1,751,777千円（▲195,763千円（▲10.05％）

○元金償還（R１ 1,844,070千円 R2 1,665,389千円） ▲178,681千円 ・・・p33参照

○利子償還（R1 103,470千円 R2 86,388千円） ▲17,082千円 ・・・p33参照

以上 【問い合わせ先】企画財政課 ０５８１－２２－６８２５
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[一般会計　歳出費目別］ （単位：千円）

比率 ％ 比率 ％
金 額

ａ - ｂ
率

ａ / ｂ － １

議 会 費 134,638 1.0 133,480 0.9 1,158 0.87%

総 務 費 1,655,464 11.6 1,576,104 11.3 79,360 5.04%

民 生 費 3,893,272 27.3 3,920,723 28.1 △ 27,451 △ 0.70%

衛 生 費 1,242,698 8.7 1,229,223 8.8 13,475 1.10%

労 働 費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.00%

農 林 水 産 業 費 742,001 5.2 679,705 4.9 62,296 9.17%

商 工 費 356,172 2.5 367,974 2.6 △ 11,802 △ 3.21%

土 木 費 2,180,624 15.3 1,643,734 11.8 536,890 32.66%

消 防 費 1,188,972 8.3 1,316,511 9.5 △ 127,539 △ 9.69%

教 育 費 1,055,419 7.4 1,057,129 7.6 △ 1,710 △ 0.16%

公 債 費 1,751,777 12.3 1,947,540 14.0 △ 195,763 △ 10.05%

予 備 費 56,963 0.4 55,877 0.4 1,086 1.94%

計 14,260,000 100.0 13,930,000 100.0 330,000 2.37%

※数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が｢総数｣に合わない場合があります。

比　　　　　　　　較

款　　　　名
令和２年度

ａ
令和元年度

ｂ
備　　　考

議会費

1.0% 総務費
11.6%

民生費
27.3%

衛生費
8.7%

労働費
0.0%

農林水産業費
5.2%

商工費
2.5%

土木費
15.3%

消防費
8.3%

教育費
7.4%

公債費
12.3%

予備費
0.4%
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４） 一般会計「歳出」の特筆事項
※ 金額語尾の［ｐ○○参照］は、「令和２年度 山県市当初予算の概要」のページ

【包括的な子育て支援と女性の活躍】 女性の就労活躍を期すとともに、市

内企業の労働力不足の改善を目指すため、各種子育て支援を実施。

また、当市の合計特殊出生率が県内でも下位であることを踏まえて、

不妊治療の支援や結婚願望者の実現も支援。

１．子育てと仕事を両立できる環境づくりを推進

１（継続）女性活躍推進事業 ５，０００千円 p16参照

市内企業において雇用者確保に苦労されているなか、魅力的な職場環境づくり

を促進していこうとする趣旨のもので、1/2の国庫補助申請を実施。

令和元年度から、「ワーク・ライフ・バランスの推進」や「女性が活躍でき

る労働環境の整備」に優れた取組みをしている市内企業等に対して、「山県市

さくらカンパニー」の認定を実施。

【問い合わせ先】企画財政課 ０５８１－２２－６８２５

２（継続）病児等保育支援 ６，２９６千円 p20参照

保護者が安心して就労できるよう病児・病後児を預かっている施設（市内・広

域利用）に対して支援。また、経済的負担軽減として多子世帯・非課税世帯に対

して利用料を助成。

３（継続）高富児童館指定管理 ３３，３８５千円 p21参照

子育て当事者等により組織するＮＰＯ法人の指定管理とする。なお、児童館の

管理だけにとどまることなく、子育て支援センターとして、「地域子育て支援事

業」「利用者支援事業」「ファミリー・サポート・センター事業」も実施。

以上【問い合わせ先】子育て支援課 ０５８１－２２－６８３９
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2．子育て世帯を経済的に支援

４（継続）子ども医療費助成 １００，６８９千円 p19参照

中学生以下の医療費自己負担分については公費負担。高校生等の医療費自己負

担相当分（7,264千円）については、申請により、当該負担分を「山県まちづく

り振興券」の交付により助成。

【問い合わせ先】市民環境課 ０５８１－２２－６８２７

５（新規）保育園等副食費助成金 １０８千円 p20参照

市立保育園以外に通う3歳児から5歳児までの市保育認定子どもの副食費に対し

て、「山県まちづくり振興券」の交付により助成。

６（継続）出産祝金 １７，０００千円 p20参照

新生児出産時に、１子につき「山県まちづくり振興券」１０万円分を交付。当

該出産児が第３子以降の場合には、さらに当該児童１子につき「山県まちづくり

振興券」１０万円分を上乗せ交付。

以上【問い合わせ先】子育て支援課 ０５８１－２２－６８３９

７（拡充）子育てのための施設等利用給付負担金 ５６，３８４千円 p20･p30参照

幼児教育・保育の無償化に伴い、無償化対象施設利用料に対して給付。

【問い合わせ先】・子育て支援課 ０５８１－２２－６８３９

・学校教育課 ０５８１－２２－６８４４

８（新規）補足給付事業補助金 ２，４３０千円 p30参照

新制度未移行私立幼稚園を利用する者のうち、世帯年収３６０万円未満相当の

子ども、所得に関わらず小学3年生修了前の子どものうち第３子以降の子を持つ

保護者に対し、給食費のうち副食費相当分を給付。

【問い合わせ先】学校教育課 ０５８１－２２－６８４４

3．結婚・出産希望のある市民の実現を支援など

９（拡充）結婚相談・婚活イベント事業委託 １，７００千円 p18参照

出会いの機会が少ない独身男女のため、相談、出会いの場を提供。結婚相談所
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登録者の要望に応えるよう相談体制を強化。

10（継続）結婚新生活支援事業費補助 ７２０千円 p18参照

主に若年層等の結婚を促進するため、新規に婚姻した低所得者世帯（世帯所得

340万円未満）の結婚に伴う新生活に必要な費用（住居費、引越費用等）を対象

に１世帯24万円を上限に補助。

11（継続）不妊検査費補助 １４０千円 p22参照

男性・女性の不妊検査の自己負担分を全額補助。

12（継続）一般不妊治療費補助 ４００千円 p22参照

一般不妊治療費の自己負担分を全額補助。

13（継続）特定不妊治療費補助 ３，６００千円 p22参照

特定不妊治療費の自己負担分から県の助成額を差し引いた額を補助。ただし、

年齢・回数制限等あり。

14（継続）産婦健康診査委託・産婦健康診査補助 １，１００千円 p22参照

産後間もないお母さんのこころと身体の健康保持や産後うつ病の予防等のため、

産婦健康診査を岐阜市産科医療機関へ委託する。また、健診の自己負担分に対し、

上限額5,000円を2回まで補助。

15（継続）産後ケア事業 ６４２千円 p22参照

産婦健診の結果、支援が必要と判断される産婦に対し通所型・宿泊型のケアサ

ービスを実施。

以上【問い合わせ先】子育て支援課 ０５８１－２２－６８３９

４．子どもの健全な成長を育む環境整備など

16（新規）公共施設内装木質化・木製品購入 ６，０００千円 p25･26参照

森林環境譲与税を活用して、児童厚生施設等の内装木質化及び、木製遊具等の

設置。

【問い合わせ先】農林畜産課 ０５８１－２２－６８３０
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17（拡充）放課後子ども教室推進事業 ３，９０１千円 p33参照

平日の放課後を活用して週一回、教員経験者等地域住民の参画を得て全小学校

3年生を対象に学び続ける力の基礎となる学習習慣の定着を目指した学習の支援。

18（拡充）地域未来塾事業 ２，５７１千円 p33参照

市内在住・在学の中学生及び高校1年生を対象に、学習習慣の確立と基礎学力

の定着を目指した学習の支援。

以上【問い合わせ先】生涯学習課 ０５８１－２２－６８４５

19（拡充）スクール・サポート・スタッフ配置事業 ６，０９４千円 p30参照

教職員の業務の効率化・最適化を図り、教育環境を充実させるため、教職員の

補助業務等を行うサポートスタッフを６人配置。

20（継続）ＪＴＥ学習支援員配置事業 １５，７７０千円 p30参照

小学校において英語の教科化に対応するため、従来の外国人英語講師（ALT）

に加え日本人英語活動支援員6名を確保し配置。

21（拡充）特別教育サポーター配置事業 ６，２５７千円 p30参照

複式学級の支援及び教科担任制の推進のため、特別教育サポーター５人確保し

配置。

22（継続）プログラミング学習推進事業 ５２８千円 p31参照

新学習指導要領でのプログラミング学習に向けてロボット端末「Pepper」２台を

リース。プログラミング体験の中で、論理的思考力を身に付ける学習活動を推進。

23（拡充）小学校備品購入（教育ＩＣＴ関連） １２，８４０千円 p31参照

子どもたちの興味関心意欲を高め、教師がわかりやすい授業を実施するために、大

型提示装置を18台設置。

24（拡充）中学校備品購入（教育ＩＣＴ関連） １６，７６５千円 p31参照

子どもたちの興味関心意欲を高め、教師がわかりやすい授業を実施するために、大

型提示装置を18台、指導者用端末を15台設置。

以上【問い合わせ先】学校教育課 ０５８１－２２－６８４４



- 14 -

【インターチェンジ開通を契機としたまちづくり】 東海環状自動車道インター

チェンジ開通と、山県ターミナル整備完成に向けた周辺道路

整備の推進。また、市内産業（製造業等）の活性化と観光交

流人口及び移住・定住人口増加の促進を目指し、市民自身に

よる認知度向上施策も推進。

1．バスターミナル周辺整備等

25（拡充）山県ターミナル整備事業 ３０８，８０８千円 p28参照

市都市再生整備計画に基づき、インター周辺にバスターミナルを整備するため

詳細設計の作成、周辺道路改良工事、駐車場整備工事、待合所建設等の実施。

また、バスターミナル完成時にオープニングイベントを実施。

【問い合わせ先】まちづくり・企業支援課 ０５８１－２２－６８３１

26（拡充）道路改良事業 ２９３，５７２千円 p28参照

東海環状自動車道の完成に向けて、周辺における道路整備を実施するほか、市

内各所の道路改良を実施。

【問い合わせ先】建 設 課 ０５８１－２２－６８３２

27（継続）県単かんがい排水工事 ３７，７３０千円 p24参照

インターチェンジへの１次アクセス道となる国道256号バイパス及び周辺の道

路整備に伴い必要となる河川改良等の工事のほか３河川の改良工事を実施。

【問い合わせ先】農林畜産課 ０５８１－２２－６８３０

28（新規）公共交通 新規路線準備業務委託 ４，２５０千円 p17参照

市公共交通網形成計画に基づき、バスターミナル完成に併せて、ターミナル等

を起点にした新規路線を運行するため、関係機関との調整及びガイドブックの作

成を実施。

【問い合わせ先】企画財政課 ０５８１－２２－６８２５
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２．市内産業（製造業等）支援と企業誘致による地域経済活性化促進

29（継続）商工会経営発達支援事業補助 ３，５００千円 p26参照

小規模事業者の持続的発展と、地域活性化につながる展示会の開催等の多面的

な取組を促進するため、商工会が実施する小規模事業者支援事業を支援。

30（継続）企業支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ導入事業補助 ２，１００千円 p26参照

市商工会が行う、地域中核企業創出・支援事業に必要なプロジェクトマネジャ

ーの導入経費を補助。

31（新規）市内企業等活性化事業補助 ５４，０００千円 p26参照

市内で事業を行う事業者の持続的な経営、事業の発展及び市内の経済・産業の

活性化のため、自ら課題に取り組む事業に対し補助。

32（継続）企業立地報奨金 １，６７５千円 p26参照

市の企業立地を促進するため、企業立地用地土地台帳に登録された所有者

に対して、事業者と売買契約した場合、当該金額の１％を交付。

33（継続）企業立地奨励金 １３，５５８千円 p26参照

市内の企業立地促進と雇用確保のため、工場等の新設、増設に対して固定資産

税相当分を３年間交付する。また、これに伴う新規雇用従業員の人数に応じて交

付。

34（継続）工場用地等基盤整備事業 １４６，１３６千円 p27･28参照

① 武士ヶ洞地内アクセス道整備

企業進出予定の武士ヶ洞地内へのアクセス道路の用地購入費等37,900千円、

道路改良工事59,444千円、電柱移転補償5,641千円等。

② 岩佐馬坂地内道路等整備

岩佐地内の馬坂工場用地周辺インフラ整備として、水道管布設負担金21,000

千円、道路改良工事20,039千円、電柱移転補償2,112千円等。

35（継続）地域経済牽引事業 ４３，５００千円 p27参照

平成29年度から地方創生推進交付金を活用して実施している事業。市の基幹産

業である水栓バルブ関連産業の生産性向上と販路拡大を支援するため、市場開拓、
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環境規制に向けた現状把握、課題抽出および対応策の分析を実施。

以上【問い合わせ先】まちづくり・企業支援課 ０５８１－２２－６８３１

３．大河ドラマ「麒麟がくる」を活用した、観光交流人口と移住・定住人口の

増加促進

36（継続）シティプロモーション業務委託 １７，０００千円 p15参照

地方創生推進交付金を活用して、人気の高い本市のサイト「山県ベース」を活

用した情報発信を目指す。

37（新規）ふるさと大使関係事業 １，０００千円 p16参照

本市の知名度向上と魅力発信のため、ふるさと大使を委嘱。

38（新規）文化芸術奨励事業補助金 ２，０００千円 p16参照

13年ぶりに復活するアマチュアバンドコンテスト「バンドでどん」を開催する

必要な経費に対して補助。

以上【問い合わせ先】企画財政課 ０５８１－２２－６８２５

39（新規）放送を契機とした観光振興業務委託 ７，０５１千円 p27参照

大河ドラマ「麒麟がくる」の主役、明智光秀の出生と晩年の伝承があり、美濃

国守護土岐氏最後の地である山県市をＰＲするため、巡回写真展示会、観光パン

フレットの作成等を実施。

40（継続）県大河ドラマ｢麒麟がくる｣

推進協議会負担金 ２，０００千円 p27参照

県が明智光秀と縁がある関係８市町（岐阜市、大垣市、瑞浪市、恵那市、土岐

市、可児市、山県市、御嵩町）、観光協会等とが連携して各種広報活動を実施す

るため行政、観光関連団体による協議会を設置。

（他に岐阜市の実行委員会と連携するための経費3,500千円を計上 p27参照）

41（新規）円原川周辺整備工事 １，５００千円 p27参照

観光客が多く訪れる円原川への案内看板の設置と駐車場の整備。
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42（継続）香り会館等管理事業 ２３，１５２千円 p27･29参照

四国山香りの森公園及び香り会館の管理について、施設の活性化と経費の節減

を図るため、平成30年度から公園と香り会館を一体的に指定管理。

43（継続）グリーンプラザみやま管理事業 ７，５７６千円 p27参照

本市有数の観光資源であるグリーンプラザみやまの利用者増を図るため、施設

案内看板、施設の補修を実施。

以上【問い合わせ先】 まちづくり・企業支援課 ０５８１－２２－６８３１

44（継続）住宅等取得祝金 ４，０００千円 p29参照

市民の定住促進と市内産業の振興等を図るため、市内に住宅等を取得して

移住する場合等に１０万円分の「山県まちづくり振興券」を一括支給。

【問い合わせ先】建 設 課 ０５８１－２２－６８３２

45（継続）ふるさと暮らし奨励金（移住・多世代） ５，３００千円 p17参照

地域コミュニティの活性化と市内産業の振興を図るため、３世代以上の多

世代の同居又は近居するときの住宅の新築･増築･空家の取得･改修等の経費に対

し、「山県まちづくり振興券」を交付。

46（新規）移住支援業務委託 １２，０００千円 p17参照

都市圏からの移住者を増やすために、都市圏での当市のＰＲ、若者世代、

特に新婚世帯や子育て世帯を呼び込む重点地区を定め、空き家の掘り起こし

を行い紹介できる空き家の質と量を充実させる施策の実施。

47（新規）お試し移住用空家改修工事 ２，０００千円 p17参照

田舎暮らしを体験しながら就労ができる施設の整備。

以上【問い合わせ先】まちづくり・企業支援課 ０５８１－２２－６８３１

48（継続）田舎暮らし空家活用支援事業補助 ４，８６０千円 p17参照

空家の有効活用により定住促進及び地域の活性化を図るため、本市の北部

地域に存在する空家に定住しようとする者の空家取得、改修及び賃貸等の経

費に対し補助。

【問い合わせ先】美山支所 ０５８１－５５－３１１１
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49（新規）大桑城跡周辺遺跡発掘調査 ９，３１０千円 p33参照

大桑城跡について、遺跡の範囲内容確認のため航空測量・試掘調査及び資

料整理を実施。

【問い合わせ先】生涯学習課 ０５８１－２２－６８４５
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【健康寿命の延伸と高齢者の活躍】 医療費や介護給付費等の抑制を目指し、

様々な啓発活動等を推進するとともに高齢者の活躍を促進。

１．成人病等の予防・早期発見・早期治療と介護予防を推進

50（継続）やまがた健康・介護フェスタ １，５１４千円 p18参照

市内の医療機関、社会福祉法人、介護事業者等の関係各団体と協力し、健（検）

診や介護予防を啓発するためのイベントを開催。

51（継続）成人歯周病検診 ９１０千円 p22参照

歯を失う大きな原因となる歯周病を未然に防止するため、３０歳以上の成人の

歯周病検診を実施。

52（新規）骨粗鬆症検診委託 ５２２千円 p23参照

早期に骨量減少を発見し、骨が弱くなり骨折することを防ぐため、４０歳以上

の女性の骨粗鬆症検診を実施。

53（継続）介護予防・生活支援サービス事業 ５５，５５８千円 p36参照

要支援相当認定者を対象に平成２８年４月から実施している介護予防・日

常生活支援総合事業の中の介護予防・生活支援サービス事業として従来の介

護保険給付サービスにあった訪問型サービス（ホームヘルプサービス）、通所

型サービス（デイサービス）・通所型サービスＡ（ミニデイサービス）の継続

と生活援助のみを提供する訪問型サービスＡ事業を実施。

54（継続）一般介護予防事業 １３，８６６千円 p36参照

高齢者が要介護状態になること等の悪化を防ぐための知識の普及や社会参

加を促すための通いの場の提供を、NPO法人に委託し、各地域で教室を開催。

55（継続）フレイル予防事業 ６７７千円 p36参照

高齢者が加齢によるフレイル（虚弱状態）に陥らないよう栄養指導等を実

施。

以上【問い合わせ先】健康介護課 ０５８１－２２－６８３８
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2．高齢者のいきがいづくりと活躍等を促進

56（継続）買い物弱者対策支援事業補助 ７５０千円 p18参照

買い物が困難な状況に置かれた市民を対象として移動販売を実施している事

業者に対し、移動販売の継続実施を支援するため、燃料費等の経費を補助。（上

限400千円）

57（継続）シルバー人材センター補助 １０，９００千円 p18参照

地域福祉の向上のため活動している、シルバー人材センターが行う事業、

運営等に要する経費を補助。

58（継続）市老人クラブ連合会等補助 ４，２２３千円 p18参照

連合会運営及び事業補助並びに市内各老人クラブ（3０団体）の活動費等を補

助。

59（継続）緊急通報システム管理（コールセンター） ８２４千円 p18参照

在宅の高齢者のみの世帯等に緊急通報システムを貸与し、緊急時の通報先をコ

ールセンターに委託。

以上【問い合わせ先】福 祉 課 ０５８１－２２－６８３７

60（拡充）「ねんりんピック岐阜」市実行委員会負担 ４，２５７千円 p33参照

令和2年10月31日から11月3日の期間で開催される全国健康福祉ぎふ大会（ね

んりんピック）で、ソフトバレーボール競技を山県市で開催するための実行委員

会への負担金。

61（継続）社会体育施設指定管理委託事業 ４３，０５０千円 p33参照

スポーツ振興推進と競技力向上及びサービス向上による利用者の増加を目指し、

市内15体育施設を一括してNPO法人にて指定管理。

以上【問い合わせ先】生涯学習課 ０５８１－２２－６８４５
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【防災減災による市民の安全性確保】 防災減災を推進することでしなや

かで強靱なまちづくりを目指し、市民の財産保全と

安定した生活の確保。

1．防災減災対策

62（継続）危険空家等除却補助 ４，０００千円 p17参照

市内に所在する危険空家等の除却を行う者に対して、補助対象経費の2分

の1の額、または40万円のいずれか低い額を補助。

【問い合わせ先】まちづくり・企業支援課 ０５８１－２２－６８３１

63（拡充）橋梁耐震補修設計・補修工事 １２２，０６９千円 p28参照

市民の安全・安心を確保するための防災対策及び施設の適切な維持による長寿

命化を図るため、計画的に市内橋梁の補修を実施。西武芸橋、馬坂トンネルの補

修工事を実施するほか、橋梁の法定点検も実施。

64（拡充）河川改良事業 ４５９，４５２千円 p24･p28参照

国の防災・減災、国土強靱化のための緊急対策事業を活用し、河川改修工事の

詳細設計、三田叉川ほか４河川の改良工事を実施。

以上【問い合わせ先】建 設 課 ０５８１－２２－６８３２

2．市民の安全性確保

65（継続）ブロック塀等撤去補助 ３，０００千円 p29参照

市道、県道及び国道沿いのブロック塀等を、市内建設業者の施工により撤

去した者に対し、補助対象経費の2分の1以内の額または、300千円のいず

れか低い額を「山県まちづくり振興券」で補助。

【問い合わせ先】建 設 課 ０５８１－２２－６８３２

66（継続）岐阜市への消防事務委託 ４８５，８２２千円 p29参照

岐阜地域４市1町の消防広域化（H30～）に関する事務を委託。
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67（継続）消防施設管理事業（臨時） １４，０００千円 p29参照

耐震性防火水槽を1基設置。今後も、計画的な整備を推進予定。

68（新規）第８分団本部詰所舗装工事 ５，５００千円 p29参照

第8分団の本部詰所の進入路及び駐車場に関する舗装整備。

69（拡充）自主防災組織活動育成補助 ２，０００千円 p29参照

自主防災組織等が防災士の支援のもと行う防災訓練、研修等のほか、防災資機

材の購入に対する補助。

70（新規）ハザードマップ更新作成業務 ５，０００千円 p29参照

現在の洪水ハザードマップは、平成19年7月に作成したものであるため、

令和2年度において最新の情報を盛り込んだ洪水ハザードマップを作成。

71（継続）防災行政無線同報系整備 ５７３，２７７千円 p29参照

国の無線通信規制の改正により、平成34年11月末以降、電波規格が変更とな

って現行機器の使用が不可となるため、本市の防災行政無線（同報系）を更新。

（令和元年度からの2年間で整備 事業費674,410千円）

以上【問い合わせ先】総 務 課 ０５８１－２２－６８２０

72（継続）救急病院運営費補助 ５８，３５５千円 p23参照

救急医療体制15床を確保するため、岐北厚生病院が救急医療の運営に要する経

費の一部を補助（特別交付税算定対象は８割分）。

【問い合わせ先】健康介護課 ０５８１－２２－６８３８
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【その他（防犯関係・行政内部経費等）】 前記以外のもので、防犯関係のも

のや行政内部的なものなど。

1．防犯関係・行政内部経費等

73（新規）防犯カメラ等設置事業補助 １，８００千円 p15参照

犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、地区連合自治会及び単位

自治会で設置する防犯カメラに対して補助。

74（新規）文書管理システム導入委託 １０，０００千円 p15参照

現在使用しているシステムが令和２年度で提供を停止することに伴い、新

規にシステムを導入。

75（新規）美山支所再整備事業 ３，８０４千円 p15･p24参照

施設の老朽化に伴い、新しく美山支所を建設するために、地質調査、アスベス

ト調査を実施。

76（拡充）ふるさと納税業務代行委託 １００，３４１千円 p16参照

寄附金（ふるさと納税）の申込、入金及び寄付者への返礼品発送管理等に関す

る業務を専門業者に委託。

77（新規）税番号制度・情報セキュリティ外部監査 ８８０千円 p16参照

特定個人情報取扱事務等が、番号法の規定に基づき適正に行われているか外部

監査を実施。

以上【問い合わせ先】総 務 課 ０５８１－２２－６８２０




