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資 料 4-4
令和３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 本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、本市最大

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開通につづき、本市における交

通ネットワークの結節点というべきバスターミナルが、令和３年６月に供用開

始を予定しています。また、本市に縁があるとされる明智光秀の大河ドラマ｢麒

麟がくる｣が放送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

としたまちづくりを継続して推進することが必要であり、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３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」「ポストコロナ時代を視野に入れた「新たな日常」の実

現」の５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３年度当初予算原案のキャッチフレーズは、

“明日へとつなぐ持続型予算”としています。

（概 要） 「令和３年度 山県市当初予算の概要」 ｐ１参照

その結果、令和３年度当初予算案の金額は、一般会計は持続型の136.9億円

（Ｒ２は142.6億円、対前年度▲4.0%）で、５年ぶりに減少となる予算額とな

っています。

特別会計は約77.2億円（Ｒ２は75.8億円、対前年度＋1.86%）となってい

ます。

企業会計も合わせた予算総額は約223.２億円（Ｒ２は225.7億円、対前年度

▲1.07%）となっています。
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２） 一般会計「歳入」の特筆事項
※ ［ｐ○○参照］は、「令和３年度 山県市当初予算の概要」のページ

（市 税） 2,786,622千円（▲182,734千円、▲6.15％）ｐ３参照

市民税▲102,442千円（▲7.53％）、固定資産税▲84,620千円（▲6.08

％）など、新型コロナウイルス感染症による大幅な減収を見込んでいる。

ｐ10参照

（地方譲与税） 192,996千円（＋1,000千円、＋0.52％）ｐ３参照

国の地方財政計画、令和２年度の収入見込み額を勘案し、1,000千円の増額。

（地方消費税交付金） 527,000千円（▲49,000千円、▲8.51％）ｐ３参照

国の地方財政計画、令和２年度の収入見込み額を勘案し、▲49,000千円の

減額。

（地方特例交付金） 61,007千円（＋44,007千円、＋258.86％）ｐ３参照

新型コロナウイルス感染症による固定資産税の減収額補てんのため、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（42,007千円）が創設さ

れたことによる増額。

（地方交付税） 4,450,000千円（▲300,000千円、▲6.32％）ｐ３参照

普通交付税は、地域デジタル社会推進費の創設や地方税減収分の財源措置を

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、令和2年度国勢

調査速報値への置き換えによる減少分等の勘案と事業費補正の影響額（R２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） 1,250,612千円（▲33,858千円、▲2.64％）ｐ４参照

住宅・建築物等安全ストック形成事業補助金41,887千円（▲114,856千

円）などにより減額。

（県支出金） 719,628千円（▲82,254千円、▲10.26％）ｐ４参照

建築物等耐震化促進事業費補助金18,974千円（▲59,633千円）などによ

り減額。

（寄附金） 600,000千円（＋400,000千円、＋200.00％）ｐ４参照

ふるさと応援寄附金を増額。
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（繰入金） 1,211,004千円（＋55,256千円、＋4.78％）ｐ４参照

合併振興基金37,200千円、減債基金100,000千円、魅力あるまちづくり

基金70,000千円、文化の里施設整備基金1,100千円（皆増）、寄附金の増加

によるふるさと応援基金の増（＋182,728千円）を計上し、基金目的の各種

事業に充当。また、実質的な財源不足を補填する財政調整基金繰入れは、49,

106千円の増額。ｐ１３～１４参照

（市 債） 1,305,700千円（▲421,700千円、▲24.41％）ｐ４参照

緊急防災・減災対策事業債▲550,100千円（皆減）、地域活性化事業債▲1

2,800千円（皆減）などによる減額。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 2,786,622 20.4 2,969,356 20.8 △ 182,734 △ 6.15%

地方譲与税 192,996 1.4 191,996 1.3 1,000 0.52%

利子割交付金 2,500 0.0 7,400 0.1 △ 4,900 △ 66.22%

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 27,000 0.2 10,000 0.1 17,000 170.00%

法人事業税交付金 6,000 0.0 10,000 0.1 △ 4,000 △ 40.00%

地方消費税交付金 527,000 3.9 576,000 4.0 △ 49,000 △ 8.51%

ゴルフ場利用税交付金 19,000 0.1 29,000 0.2 △ 10,000 △ 34.48%

環境性能割交付金 9,000 0.1 29,600 0.2 △ 20,600 △ 69.59%

地方特例交付金 61,007 0.5 17,000 0.1 44,007 258.86%

地方交付税 4,450,000 32.5 4,750,000 33.3 △ 300,000 △ 6.32%

交通安全対策特別交付金 2,000 0.0 2,300 0.0 △ 300 △ 13.04%

分担金及び負担金 55,654 0.4 64,050 0.5 △ 8,396 △ 13.11%

使用料及び手数料 114,021 0.8 113,278 0.8 743 0.66%

国庫支出金 1,250,612 9.1 1,284,470 9.0 △ 33,858 △ 2.64%

県支出金 719,628 5.3 801,882 5.6 △ 82,254 △ 10.26%

財産収入 5,197 0.0 6,872 0.1 △ 1,675 △ 24.37%

寄附金 600,000 4.4 200,000 1.4 400,000 200.00%

繰入金 1,211,004 8.9 1,155,748 8.1 55,256 4.78%

繰越金 100,000 0.7 100,000 0.7 0 0.00%

諸収入 233,059 1.7 201,648 1.4 31,411 15.58%

市債 1,305,700 9.5 1,727,400 12.1 △ 421,700 △ 24.41%

合　　　　計 13,690,000 100.0 14,260,000 100.0 △ 570,000 △ 4.00%

※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３年度

ａ
令和２年度

ｂ
備　　　考

市税
20.4%

地方譲与税

1.4%

利子割交付金
0.0%

配当割交付金
0.1%

株式等譲渡所得割交付金
0.2%

法人事業税交付金
0.0%

地方消費税交付金

3.9%

ゴルフ場利用税交付金
0.1%

環境性能割交付金
0.1%

地方特例交付金
0.5%

地方交付税

32.5%

交通安全対策特別交付金

0.0%
分担金及び負担金

0.4%

使用料及び手数料
0.8%

国庫支出金
9.1%

県支出金
5.3%

財産収入
0.0%

寄附金
4.4%

繰入金
8.9%

繰越金
0.7%

諸収入
1.7%

市債

9.5%
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３） 主な歳出予算額の変動
※ ［ｐ○参照］は、「令和３年度 山県市当初予算の概要」のページ

（議会費） 133,510千円（▲1,128千円、▲0.84％）

○議員報酬等 ▲2,618千円 ・・・p15参照

○ワイヤレス機器更新 ＋3,520千円 ・・・p15参照

（総務費） 2,523,322千円（＋867,858千円、＋52.42％）

○美山支所再整備事業委託料 ＋25,252千円 ・・・p15参照

○ふるさと応援寄附金事業・積立金 ＋599,659千円 ・・・p15参照

○サーバー等機器更新費 ＋15,500千円 ・・・p16参照

○地域振興イベント事業負担金 ＋6,000千円 ・・・p16参照

○公共交通運行業務委託料 ＋21,051千円 ・・・p16参照

○恋人の聖地共同基盤事業委託料 ＋5,000千円 ・・・p17参照

○空家利活用促進補助金 ＋6,000千円 ・・・p17参照

○バスターミナル事業 ＋246,716千円 ・・・p17参照

○通知カード・番号カード事務委任交付金 ▲6,519千円 ・・・p18参照

○衆議院議員選挙費 ＋14,863千円 ・・・p18参照

○指定統計調査費 ▲9,329千円 ・・・p18参照

（民生費） 3,936,443千円（＋43,171千円、＋1.11％）

○国保特別会計繰出金 ▲6,908千円 ・・・p18参照

○生活困窮者自立支援事業 ＋5,670千円 ・・・p18参照

○敬老事業 ▲4,330千円 ・・・p19参照

○介護保険特別会計繰出金 ＋21,026千円 ・・・p19参照

○福祉医療費助成費 ▲6,345千円 ・・・p19参照

○障がい者自立支援事業 ＋36,379千円 ・・・p19参照

○伊自良老人福祉センター管理費 ▲4,996千円 ・・・p19参照

○後期高齢者医療経費 ＋11,115千円 ・・・p20参照

○施設型給付費等負担金 ＋10,532千円 ・・・p20参照

○放課後児童クラブ事業 ＋14,513千円 ・・・p20参照

○児童手当給付費 ▲21,180千円 ・・・p20参照

○児童発達支援事業 ＋10,623千円 ・・・p21参照

○生活保護事業 ＋4,766千円 ・・・p21参照

（衛生費） 1,250,106千円（＋7,408千円、＋0.60％）

○予防接種事業 ＋5,996千円 ・・p22参照
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○岐北衛生施設利用組合負担金 ▲2,337千円 ・・p23参照

（農林水産業費） 722,785千円（▲19,216千円、▲2.59％）

○中山間地域等直接支払事業 ＋3,606千円 ・・p24参照

○県単かんがい排水工事 ▲8,635千円 ・・p24参照

○土地改良施設適正化工事 ▲8,140千円 ・・p24参照

○農地中間管理事業 ▲4,041千円 ・・p24参照

○木製備品購入 ＋8,239千円 ・・p25参照

○森林環境整備補助金 ＋5,240千円 ・・p25参照

○林道台帳整備委託料 ＋3,585千円 ・・p25参照

○治山林道工事 ＋4,175千円 ・・p25参照

（商工費） 587,010千円（＋230,838千円、＋64.81％）

○市内企業等活性化事業補助金 ▲10,000千円 ・・p26参照

○企業立地奨励金 ▲7,142千円 ・・p26参照

○工場用地基盤整備事業 ＋236,272千円 ・・p26参照

○地域経済牽引事業 ＋13,500千円 ・・p26参照

○名山めぐり事業業務委託料 ＋6,000千円 ・・p26参照

○市ＰＲ強化事業委託料 ＋8,000千円 ・・p26参照

（土木費） 1,232,900千円（▲947,724千円、▲43.46％）

○橋梁耐震補修設計･補修工事 ＋22,288千円 ・・・p27参照

○道路改良事業 ▲133,017千円 ・・・p27参照

○河川改良事業 ▲339,592千円 ・・・p27参照

○都市計画基本図修正業務委託料 ＋11,792千円 ・・・p27参照

○山県ターミナル整備事業 ▲288,792千円 ・・・p27参照

○公共下水道事業特別会計繰出金 ＋16,140千円 ・・・p27参照

○建築物耐震改修補助金 ▲265,257千円 ・・・p28参照

○建築物耐震改修除却補助金 ＋26,726千円 ・・・p28参照

○耐震対策緊急促進事業補助金 ＋4,411千円 ・・・p28参照

（消防費） 605,666千円（▲583,306千円、▲49.06％）

○消防総務（経常） ＋6,182千円 ・・・p28参照

○消防団運営費（臨時） ＋7,460千円 ・・・p28参照

○消防施設管理費（臨時） ▲19,572千円 ・・・p28参照

○防災対策事業（経常・臨時） ▲578,489千円 ・・・p29参照

（教育費） 1,124,396千円（＋68,977千円、＋6.54％）
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○小学校管理（経常・臨時） ▲8,537千円 ・・・p29参照

○小学校備品購入費 ▲28,491千円 ・・・p30参照

○中学校教育振興（経常・臨時） ▲21,647千円 ・・・p30参照

○伊自良中央公民館管理費（経常・臨時） ＋123,274千円 ・・・p31参照

○美山中央公民館管理費（経常・臨時） ＋4,941千円 ・・・p31参照

○図書館等管理費（経常・臨時） ▲4,136千円 ・・・p31参照

（公債費） 1,471,022千円（▲280,755千円、▲16.03％）

○元金償還（R2 1,665,389千円 R3 1,408,087千円） ▲257,302千円 ・・・p32参照

○利子償還（R2 86,388千円 R3 62,935千円） ▲23,453千円 ・・・p32参照

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 133,510 1.0 134,638 1.0 △ 1,128 △ 0.84%

総 務 費 2,523,322 18.4 1,655,464 11.6 867,858 52.42%

民 生 費 3,936,443 28.8 3,893,272 27.3 43,171 1.11%

衛 生 費 1,250,106 9.1 1,242,698 8.7 7,408 0.60%

労 働 費 3,000 0.0 2,000 0.0 1,000 50.00%

農 林 水 産 業 費 722,785 5.3 742,001 5.2 △ 19,216 △ 2.59%

商 工 費 587,010 4.3 356,172 2.5 230,838 64.81%

土 木 費 1,232,900 9.0 2,180,624 15.3 △ 947,724 △ 43.46%

消 防 費 605,666 4.4 1,188,972 8.3 △ 583,306 △ 49.06%

教 育 費 1,124,396 8.2 1,055,419 7.4 68,977 6.54%

公 債 費 1,471,022 10.8 1,751,777 12.3 △ 280,755 △ 16.03%

予 備 費 99,840 0.7 56,963 0.4 42,877 75.27%

計 13,690,000 100.0 14,260,000 100.0 △ 570,000 △ 4.00%

※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３年度

ａ
令和２年度

ｂ
備　　　考

議会費
1.0%

総務費
18.4%

民生費
28.8%

衛生費
9.1%

労働費
0.0%

農林水産業費
5.3%

商工費
4.3%

土木費
9.0%

消防費
4.4%

教育費
8.2%

公債費
10.8%

予備費
0.7%
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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３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、本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 ６，０５８千円 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（拡充）放課後児童クラブ事業 ４４，３５７千円 p20参照

保護者が家庭の事情・就労等により昼間家庭にいない小学校１～４年生（一部

６年生）の児童を預かり、子育てを支援。現在、土曜日は「子どもげんきはうす」

のみでの開所を、本年度は月に１回は各校区クラブで開所。

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 ９６，６７５千円 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（7,271千円）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（継続）保育園等副食費助成金 １９８千円 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（新規）子ども食堂運営補助金 ７５０千円 p20参照

子どもの健やかな成長を育むとともに、子どもたちの交流を目的として食事の

提供などを行う子ども食堂を運営する団体に対して、運営にかかる経費を補助。

７（拡充）施設型給付費等負担金 １７，６２１千円 p20参照

山県市立保育園以外の施設と利用契約する施設で預けられた乳幼児の分を負担。

なお、本年度には山県市内に新たな地域型保育所が開設する予定。

８（継続）出産祝金 １５，９１０千円 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

９（継続）子育てのための施設等利用給付負担金 ５１，３０８千円 p20･p29参照

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

10（継続）補足給付事業補助金 １，２６０千円 p29参照

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
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3．結婚・出産希望のある市民の実現を支援など

11（継続）結婚相談・婚活イベント事業委託 １，６３８千円 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

登録者の要望に応えるよう相談体制を強化。

12（継続）結婚新生活支援事業費補助金 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。

13（継続）不妊検査費補助金 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。

14（継続）一般不妊治療費補助金 ４００千円 p22参照

一般不妊治療費の自己負担分を全額補助。

15（継続）特定不妊治療費補助金 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。

16（継続）産婦健康診査委託・産婦健康診査補助金 ９５０千円 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。

17（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
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４．子どもの健全な成長を育む環境整備など

18（拡充）体験型保育事業 ６，３７０千円 p20参照

保育園児を対象に自然に触れ合える環境で自然体験事業や保育士を対象に先進

地での現地研修を実施。また、市内の自然体験や子育て支援事業に関与・参加し

てもらう人材を育成するため、自然と子どもサポーター研修を実施。

19（新規）保育園を中心とした地域創造事業 ３，６５０千円 p21参照

地域資源を活用した事業団体の増加、保育園をはじめとする子育て支援事

業への民間活力導入を図るために必要となる事業計画を策定。

20（継続）高富児童館指定管理 ３３，９７７千円 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

21（拡充）木製備品購入 １４，２３９千円 p25参照

森林環境譲与税を活用して、保育園の園児用の机、椅子等木製備品の購入。

【問い合わせ先】農林畜産課 ０５８１－２２－６８３０

22（継続）放課後子ども教室推進事業 ３，８９９千円 p32参照

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。

23（継続）地域未来塾事業 ２，５５０千円 p32参照

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

24（継続）英語指導助手配置事業 ８，８８１千円 p29参照

小学校において英語の教科化に対応するため、外国人英語指導助手を2名配置。

25（拡充）特別教育サポーター配置事業 ７，５０８千円 p29参照

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６人確保し

配置。
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26（新規）川の体験学習事業 １，５５８千円 p30参照

小学校5年生を対象に、豊かな生活を支える森林環境の保全活動に対する意欲と実

感を高めるため、市内の自然を活用したフィールドワークを2泊3日で実施。

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】 東海環状自動車道の山県イ

ンターチェンジ開通と山県バスターミナル供用開始に向けた、

周辺道路の整備及び市内公共交通網の形成。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

27（新規）バスターミナル事業 ６，１５０千円 p17参照

バスターミナル管理に必要な経費。

28（新規）地域総合整備資金貸付事業 ２４０，５６６千円 p17参照

地域の活性化に資する民間事業者に対し、投資資金の一部を無利子貸付。

29（継続）山県ターミナル整備事業 ２０，０１６千円 p27参照

バスターミナル供用開始に向けた施設整備のほか、バスターミナル完成時にオ

ープニングイベントを実施。

以上【問い合わせ先】まちづくり・企業支援課 ０５８１－２２－６８３１

30（継続）道路改良事業 ２３１，８１１千円 p27参照

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

31（新規）公共交通運行業務委託 ２１，０５１千円 p16参照

バスターミナル完成に合せて、美山地域デマンド型交通２路線とターミナル神

崎から山県バスターミナル定時路線を新規に運行。

32（継続）自主運行バス等運行事業 １２３，４４１千円 p17参照

市民生活に欠かせない交通手段を確保するため、自主運行バス、乗合タクシー

事業を実施。また、バスターミナル完成に合せて市街地巡回線、ハーバス岐大病

院線を新規に運行。

以上【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

33（継続）商工会経営発達支援事業補助金 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。

34（継続）市内企業等活性化事業補助金 ４０，０００千円 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。

35（継続）企業立地報奨金 １，２９５千円 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。

36（継続）企業立地奨励金 ６，４１６千円 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。

37（継続）工場用地基盤整備事業 ２９６，１７２千円 p26参照

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5,550千円、工場

用地基盤整備事業負担金52,000千円、物件移転補償235,100千円等。

38（継続）地域経済牽引事業 ５７，０００千円 p26参照

平成29年度から地方創生推進交付金を活用して継続実施している事業。市の基

幹産業である水栓バルブ関連産業の市場の開拓と環境規制に対応するための支援

事業。また、高度技術に対応できる人材確保のための就職斡旋事業の実施。

以上【問い合わせ先】まちづくり・企業支援課 ０５８１－２２－６８３１

39（新規）都市計画基本図修正業務 １１，７９２千円 p27参照

R2年度実施の航空写真による都市計画基本図の作成。

【問い合わせ先】建 設 課 ０５８１－２２－６８３２
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３．バスターミナル供用開始に併せた、観光交流人口と移住・定住人口の増加

促進

40（継続）シティプロモーション業務委託 １５，０００千円 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。

41（新規）恋人の聖地共同基盤整備事業委託 ５，０００千円 p17参照

観光資源である「恋人の聖地」を有する18市町村が参画し、広域連携によるデ

ジタル・シティプロモーションを実施。

以上【問い合わせ先】企画財政課 ０５８１－２２－６８２５

42（新規）名山めぐり事業 ６，０００千円 p26参照

現在の三名山（舟伏山・釜ヶ谷山・相戸岳）の登山道の整備とともに、比較的

低山で安全な登山ルートの開発及び名山の情報発信。

43（新規）市ＰＲ強化事業 ８，０００千円 p26参照

① ＰＲ強化事業 5,000千円

コロナ対策をしている事業者等の情報を充実化させた、最新情報を盛り込んだ

総合観光ガイドの作成及びＰＲ用動画の作成。

② 『風光明媚』な自然等を活用した市観光資源化事業 ３,000千円

市内の観光資源、素材、スポットなどを整理し、観光資源等の活用方法を市民

自らが主体となって行うための、企画・計画立案への支援。

44（継続）香り会館等管理事業 ２０，５５２千円 p26･28参照

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。

45（継続）グリーンプラザみやま管理事業 ６，７７１千円 p26参照

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

の維持管理や補修を実施。

以上【問い合わせ先】 まちづくり・企業支援課 ０５８１－２２－６８３１

46（継続）住宅等取得祝金 ４，０００千円 p28参照

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
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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

47（継続）ふるさと暮らし奨励金（移住・多世代） ５，５００千円 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・増築の経費に対し、「山県まちづく

り振興券」を交付。

48（継続）移住支援業務委託 ９，０００千円 p17参照

都市圏からの移住者を増やすために、都市圏での本市のＰＲや、地域住民

と移住者の交流を促進する事業を行うとともに、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。

49（新規）空家利活用促進事業補助金 ６，０００千円 p17参照

放置される空家の抑制と既存空家の流動化を促進するため、市内の空家取

得及び改修の経費に対し補助。空家の取得経費に対する補助については、「山県

まちづくり振興券」を交付。

以上【問い合わせ先】まちづくり・企業支援課 ０５８１－２２－６８３１

50（継続）田舎暮らし空家活用支援事業補助金 ４，２４０千円 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、改修及び賃貸の経費

に対し補助。

【問い合わせ先】美山支所 ０５８１－５５－３１１１

51（継続）大桑城跡周辺遺跡発掘調査 １０，０２９千円 p32参照

大桑城跡について、遺跡の範囲内容確認のため試掘調査及び残存する石垣

調査の実施。

【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

52（継続）成人歯周病検診 ９０８千円 p21参照

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。

53（継続）骨粗鬆症検診委託 ６９０千円 p22参照

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。

54（新規）後期高齢者現状実態調査業務委託 ２，０００千円 p35参照

介護保険認定者になりやすい後期高齢者の健康状態を把握し、必要なサービス

への接続を行うため、アンケート・訪問調査を実施。

55（継続）介護予防・生活支援サービス事業 ５９，２４５千円 p35参照

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。

56（継続）一般介護予防事業 １５，３３４千円 p35参照

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。

57（継続）フレイル予防事業 ３７５千円 p35参照

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

58（継続）買い物弱者対策支援事業補助金 ８００千円 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）

59（継続）シルバー人材センター補助金 １２，０００千円 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。

60（継続）市老人クラブ連合会等補助金 ４，１６４千円 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（２９団体）の活動費等を補

助。

61（継続）緊急通報システム管理（コールセンター） ７９２千円 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。

62（新規）長寿祝金事業 １，３４１千円 p19参照

満77歳を迎える高齢者に対し、３千円分の「山県まちづくり振興券」を一括支

給。

以上【問い合わせ先】福 祉 課 ０５８１－２２－６８３７

63（継続）「ねんりんピック岐阜」市実行委員会負担 ４，２８２千円 p32参照

令和３年10月３０日から11月２日の期間で開催される全国健康福祉祭ぎふ大

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。

64（継続）社会体育施設指定管理委託事業 ４３，０５０千円 p32参照

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1４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】 防災減災を推進し、強くしなやか

な基盤整備を行い、市民の財産保全と安定した生活

の確保と次世代につなぐまちづくりを促進。

1．防災減災対策

65（継続）危険空家等除却補助金 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

66（拡充）橋梁耐震補修設計・補修工事 １４７，９４２千円 p25･p27参照

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。富永橋、御園下橋、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。

67（継続）河川改良事業 １３８，９２３千円 p24･p27参照

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、河川改修工事等

の詳細設計、赤尾川の改良工事を実施。

以上【問い合わせ先】・建 設 課 ０５８１－２２－６８３２

・農林畜産課 ０５８１－２２－６８３０

68（継続）建築物耐震改修補助金 ４４，１０１千円 p28参照

対象建築物の所有者等が行う建物の改修に対する補助。

69（新規）建築物耐震改修除却補助金 ２６，７２６千円 p28参照

対象建築物の所有者等が行う建物の除却に対する補助。

70（新規）耐震対策緊急促進事業補助金 ４，４１１千円 p28参照

建築物等の耐震化を推進するため、対象建築物の所有者等が行う耐震診断・改

修等に対し、通常の交付金に加え、重点的・緊急的に支援する補助。

以上【問い合わせ先】・建 設 課 ０５８１－２２－６８３２
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2．市民の安全性確保

71（継続）ブロック塀等撤去補助金 ２，１００千円 p28参照

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

72（継続）防犯カメラ等設置事業補助金 １，２００千円 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。

73（継続）岐阜市への消防事務委託 ４９２，００４千円 p28参照

岐阜地域４市1町の消防広域化（H30～）に関する事務を委託。

74（継続）自主防災組織活動育成補助金 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。

75（拡充）ハザードマップ更新作成業務 １，３２０千円 p29参照

県の土砂災害防止法に基づく基礎調査に併せて、伊自良地区の土砂災害ハ

ザードマップを作成。

以上【問い合わせ先】総 務 課 ０５８１－２２－６８２０

76（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

77（新規）美山中央公民館非常用発電装置改修工事 ３，３００千円 p31参照

防災型非常用発電装置の老朽化に伴う改修工事。

【問い合わせ先】美山中央公民館 ０５８１－５２－１１０６
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【ポストコロナ時代を視野に入れた「新たな日常」の実現】

市民の安全と安心を最優先に「感染拡大の防止」

と「社会経済活動の維持」の両立の実現と、ポスト

コロナ時代を視野に入れた「新たな日常」の実現。

1．ウィズコロナ、アフターコロナ対策等

78（新規）行政デジタル化事業 ３，０６９千円 p16参照

県や県内市町と共同で、ＬＩＮＥ等を活用した行政デジタル化に取り組む中で、

ＬＩＮＥ等を活用したＡＩ自動応答システム、オンライン申請、情報発信。

【問い合わせ先】総 務 課 ０５８１－２２－６８２０

79（拡充）地域振興イベント事業負担金 ５，０００千円 p16参照

ふるさと栗まつりを安心・安全に楽しむためのコロナ対策経費。

80（新規）雇用調整支援金 １，０００千円 p23参照

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者の雇用維

持を図った場合に、休業手当相当額等を助成。（国の雇用調整助成金制度の上乗

せ補助）

81（拡充）市ＰＲ強化事業 ５，０００千円 p26参照（再掲）

① ＰＲ強化事業 5,000千円

コロナ対策をしている事業者等の情報を充実化させた、最新情報を盛り込んだ

総合観光ガイドの作成及びＰＲ用動画の作成。

以上【問い合わせ先】まちづくり・企業支援課 ０５８１－２２－６８３１

82（新規）保育園業務支援システム運用委託 ３，３１４千円 p21参照

保育園の運営業務を支援するシステムの運用支援及び保守管理。

【問い合わせ先】子育て支援課 ０５８１－２２－６８３９

83（新規）スクールバス増便分（小・中学校） １，７１４千円 p29･30参照

3密を回避し、児童・生徒の安全を確保するために、通学用スクールバスを増

便。

【問い合わせ先】学校教育課 ０５８１－２２－６８４４
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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

84（新規）美山支所再整備事業 ２８，７４９千円 p15参照

施設の老朽化に伴い、新しく美山支所を建設するために、建築・解体の詳細設

計及び工事期間中の支所機能移転工事等。

85（拡充）ふるさと納税業務代行委託 ３００，０００千円 p16参照

寄附金（ふるさと納税）の申込、入金及び寄附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。

86（新規）次期岐阜県情報セキュリティクラウド構築業務委託費負担金

１，４５８千円 p16参照

県が管理するセキュリティクラウドの次期システム構築負担金。

以上【問い合わせ先】総 務 課 ０５８１－２２－６８２０

87（新規）伊自良地区公共施設集約化事業 １２０，０００千円 p31参照

伊自良老人福祉センターに、伊自良中央公民館及び伊自良支所機能を移転し、

加えて、子育て相談や多世代交流のためのスペースなどを新たに設けて、どの世

代でも利用できる多機能施設への改修工事。

【問い合わせ先】高富中央公民館 ０５８１－２２－３３５１
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