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３月補正予算 夢館整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 30,000  合併特例債 28,500 工事請負費 30,000 

   一般財源 1,500   

（前年度現計 12,000 ）     

２ 事業背景・目的 

小柴先生が命名した夢館は、東京大学とも縁のある地域活性化を図るための施設です。

また、夢館の近隣にある北部会館は地域コミュニティ施設ですが、その一部は東京大学宇

宙線研究所の研究室として使用されています。平成29年度末には、重力波観測施設である

「ＫＡＧＲＡ」が本格観測に移行し、研究者が増加する見込となっており、既存の研究施

設だけでは手狭になることが課題となっています。 

このため、平成29年１月に東京大学宇宙線研究所との間で締結した連携協力協定に基づ

き、研究環境への支援として北部会館を東大へ譲渡することを予定しており、これに関連

して夢館を改修し、地元住民のコミュニティ施設としての利便性向上を図るほか、研究に

関する事業にも活用できる環境に整備します。 

３ 事業概要 

 北部会館でおこなっていた講義や地域住民活動のため大広間を整備します。 

 講義時に使用するプロジェクター等の映像機器を配置し、講義を快適に受けるため

照明機器を交換し照度を高めます。 

 男女兼用トイレを男女別とし、全てのトイレを洋式化します。 

      

  小柴先生が命名した「夢館」     東大へ譲渡する「北部会館」 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P.22所　属 予算書企画部　企画課   
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３月補正予算 ロスト・ライン・パーク整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 56,500  合併特例債 53,600 工事請負費 56,500 

   一般財源 2,900   

（前年度現計 11,360 ）     

２ 事業背景・目的 

レールマウンテンバイクの年間利用者は４万人を超え、今後も増加する傾向にあります

が、既存のコースは飽和状態になりつつあります。この人気を加速させ、交流人口の拡大

につなげるためには、新たなコースの設置を含め、旧神岡鉄道の資産を魅力ある観光資源

として整備することが課題となっています。 

このため、旧奥飛騨温泉口駅から旧漆山駅までの区間を「飛騨市ロスト・ライン・パー

ク」と位置付けて、景色の良い「漆山から二ツ屋」間にレールマウンテンバイク「渓谷コ

ース」の新設を目指します。まずは、安全性の確保が重要となるので、橋梁や法面の安全

対策を実施します。また、旧奥飛騨温泉口駅のトイレ棟を増築し、男女トイレを全て洋式

化するなど快適に利用できる環境を整えます。 

３ 事業概要 

①渓谷コース安全対策（49,000千円） 

 秋の供用開始を目指し、主に橋梁や法面の安全

対策を実施します。 

 （主な施工箇所） 

 第１高原川橋、第２高原川橋、第３高原川橋、 

 第１漆山橋、第２漆山橋、既設防護工基礎修復 

 

②旧奥飛騨温泉口駅トイレ増築工事（7,500千円） 

 利用者の利便性向上のため、旧奥飛騨温泉口駅

のトイレ棟を増築します。 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 鉄道対策費

P.23所　属 予算書企画部　企画課  
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(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

P44～P47所　属 予算書企画部　企画課  

拡充 ふるさと納税返礼品事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 315,963  寄附金 200,000 積立金 200,000 

   一般財源 115,963 報償費 100,000 

     その他 15,963 

（前年度現計 312,648 ）     

２ 事業背景・目的 

ふるさと納税事業は、平成28年度に従来の「ふるさとチョイス」に加え、「ＡＮＡ」及

び「楽天」サイトの利用を開始し、各ポータルサイトの強みを活かしたＰＲに努め、寄附

件数約6,000件、寄附額約285,000千円（３月補正後）と急増しています。 

ふるさと納税の規模が全国的に拡大し、各自治体の競争も激化する中、飛騨市では、市

の特産品を全国に広める絶好な機会と捉え、市の情報が埋もれないよう魅力ある返礼品を

拡充します。また、各サイトを有効に活用し更なるＰＲ強化を行います。 

３ 事業概要 

三湿原のトレッキングやレールマウンテンバイク等 

と宿泊施設をパックとした体験型商品の拡充や、伝統 

工芸品、季節限定商品等更なる返礼品の掘り起こしを 

行うとともに、寄付型のふるさと納税を検討します。 

一過性にとどまることなく、返礼品の商品を直接購 

入できる仕組みを構築し、リピーターの確保も図りま 

す。（商工制度と連携） 

返礼商品発送時に「飛騨市ファンクラブ」の募集案 

内を同封することで、ファンクラブへの誘導を図り裾 

野を広げます。 
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新規 宇宙物理学研究紹介施設整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 200,753  合併特例債 175,700 工事請負費 200,000 

   寄付金 15,000 旅費 482 

   一般財源 10,053 その他 271 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

飛騨市には、世界に誇れる宇宙物理学研究拠点が多数存在していますが、研究内容を一

般に紹介する施設が身近にないことから、市民は、「宇宙物理学研究拠点の町」としての

誇りを実感できない現状にあります。 

このため、「宙ドーム・神岡」を宇宙物理学の研究内容を広く紹介する施設として整備

します。加えて施設を対外的にＰＲすることにより、宇宙物理学に興味を持つ層を始めと

した誘客にもつなげ観光振興を推進します。 

３ 事業概要 

平成28年度におこなった基本計画策定及び基本設計にもとづき、デザインビルド方式に

より、平成29年度～平成30年度までの２ヵ年度で整備します。 

一般の方々にも宇宙物理学研究について理解できる内容の展示をおこない、より広い層

の方々に飛騨市神岡町で研究されている内容を理解してもらいます。 

財源には、企業版ふるさと納税も活用し、広く寄附を募ります。 

 

代表的な実験施設 スーパーカミオカンデ   改修をおこなう宙ドーム・神岡 

 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P50所　属 予算書企画部　企画課  
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拡充 東京大学宇宙線研究所連携事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 3,843  国庫支出金 1,000 委託料 2,260 

   諸収入 1,050 使用料 605 

   一般財源 1,793 その他 978 

（前年度現計 2,365 ）     

２ 事業背景・目的 

飛騨市内には、国内外から注目を集めている宇宙物理学研究拠点が多数存在しますが、

地下に実験施設があることから一般見学は制限されています。一方で、道の駅である宙ド

ーム神岡には宇宙物理学研究拠点の町に来た証となる土産物を求める声が後を絶ちませ

ん。 

また、東京大学宇宙線研究所長 梶田隆章先生がノーベル物理学賞受賞を契機に研究施

設見学の希望も多く寄せられており、そうした要望に応えることが求められています。 

このため市では、東京大学宇宙線研究所との連携を強化し、宇宙物理学研究に関連した

相方に有益な事業展開を推進することにより地域振興を図ります。 

３ 事業概要 

①【新規】宇宙物理学研究関連商品開発事業（2,000千円） 

・市と東京大学宇宙線研究所が連携し関連商品の開発を行います。 

・東京大学宇宙線研究所と連携し市内の商工業者が発案した製品を商品化する等、 

市内商工業の発展に資する事業を展開します。 

②【継続】宇宙物理学研究啓蒙事業（1,843千円） 

・東京大学宇宙線研究所との連携協力協定に基づき、次の事業を実施します。 

 スーパーカミオカンデ一般公開：国の要請に基づき実施した見学会を継続実施 

 ＫＡＧＲＡ見学会：着々と観測準備が進む重力波研究施設の見学会を開催 

 講演会：宇宙物理学及び関連する講師陣による講演会を開催 

 サイエンスカフェ：宇宙物理学を身近に感じてもらう機会を提供 

 

 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P50所　属 予算書企画部　企画課   



6 

 

新規 飛騨市総合政策審議会設置事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 315  一般財源 315 報酬 270 

     費用弁償 45 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

政策立案時などにおいては、出来る限り多くの市民の声を聞くなど、市民ニーズと政策

が乖離しないように努めています。一方で、政策全般について市民の声を審議する公的な

機関がありません。 

このため、政策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項について、広く各界有識者

及び市民の方々からのご意見を市政に反映させるため、地方自治法第138条の４第３項の

規定に基づく機関として、「飛騨市総合政策審議会」を設置します。 

当審議会は、市内公募を含む市民有識者等15名以内をもって組織し、市の基本的な政策

等の企画立案に当たり専門的かつ市民側の見地からご意見を伺います。 

３ 事業概要 

①飛騨市総合政策審議会の設置 

 市内公募を含む市民有識者15名以内を構成員とする飛騨市総合政策審議会を設置

します。 

※飛騨市総合政策審議会構成員選出分野（案） 

・議会の代表者２名、区長の代表者１名、経済団体の代表者１名、 

 農業団体の代表者１名、観光団体の関係者１名、女性団体の代表１名、 

 シルバー団体の代表者１名、林業団体の代表者１名、教育関係者の代表１名 

 市政に見識を有する者 市内公募２名を含む５名 

②飛騨市総合政策審議会の開催 

 審議会は年５回程度開催し、市の基本的な政策等の企画立案が市民にニーズに合致

しているかなどについて、専門的かつ市民側の見地からご意見を伺います。 

 

 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P.49所　属 予算書企画部　企画課  



7 

 

新規 総合政策調整事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 3,000  一般財源 3,000 委託料 1,000 

     使用料 672 

     その他 1,328 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

昨年度、飛騨市が舞台イメージとなったアニメ映画「君の名は。」は公開後、破竹の勢

いで大ヒットし聖地巡礼者が市へ多数訪れています。こうした社会現象や最新の情報等に

ついて、機を逸することなく政策立案し、産業振興や生活環境の充実につなげることが肝

要になってきています。 

社会環境の変化にも迅速に対応できる機動的な行政運営に向けて、事業が円滑に進めら

れる環境を整えるため総合政策調整事業を創設します。 

３ 事業概要 

市政の重要事項や新たな課題、また横断的プロジェクト等について、調査研究等を行い

ます。 

また、庁内各部署からの提案は、緊急性や効果等に応じて実施について判断するととも

に、企画立案に向けた総合調整を行います。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P50所　属 予算書企画部　企画課  
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新規 地域間交流バス運行事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 2,000  ふるさと創生基金 2,000 借上料 1,500 

     委託料 500 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市内各地で行われる様々なイベントにおいて、合併13年が経過するにも関らず、一部の

市民にしかまだ知られていない、または参加したことがないものが数多く存在し、市民か

らもイベント参加や交流を求める強い要望があります。 

このため市内各地で特色ある地域イベントを機会とし、気軽に市民同士が地域間交流を

活発におこない、これまで知らなかった魅力を市民相互に共有するため、各町からイベン

ト開催地にアクセスできるイベント交流バスを運行します。 

３ 事業概要 

○イベント交流バスの運行 

 イベント交流バスは、主に夜間に開催されるイベント時に運行します。イベントへ

の参加のみならずバザーなどで気軽に飲食を楽しんでお帰りいただけるようにしま

す。 

 （古川祭、初金比羅宵まつり、いなかーにばる、こいこい花火大会 etc） 

 

 

  

  

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 地域振興費

P.52所　属 予算書企画部　企画課  
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小さなまちづくり応援事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 10,000  一般財源 10,000 補助金 10,000 

       

（前年度現計 10,320 ）     

２ 事業背景・目的 

市内には自らが取り組む「まちづくり」団体が数多く存在します。こうした活動を支援

するとともに新たなまちづくり活動の掘り起こしや育成を目的として、平成28年度に市民

税の１％を事業費の目安とした「小さなまちづくり応援事業」を創設しました。 

この事業は、コンペ方式による応募型で募集し、一時審査を経て「ひだプラす」が運営

する市民参加型審査会でのプレゼンにより合否を決定します。また事業報告会も実施する

ことから、活動内容を多くの市民にＰＲでき、このことは団体にとっても更なるやりがい

に繋がります。 

なお平成28年度は、広い分野の老若男女からなる14団体からの申請全てが合格となり、

3,199千円を交付する見込みです。 

３ 事業概要 

平成29年度実施予定の事業は平成29年１月から募集を開始し、一次審査の後、３月に市

民審査会を開催予定。４月以降に事業決定を行います。予算の執行状況によりますが、後

期分の追加募集を６月に行い、８月に審査会を開催します。 

※審査会の詳細については、今後「ひだプラす」と協議を重ね決定します。 

平成28年度の活動報告会を５月頃に開催する予定です。 

 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P.51所　属 予算書企画部　企画課  
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拡充 ひだプラす(旧飛騨市まちづくり協議会)運営事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 923  ふるさと創生基金 900 報償費 330 

   一般財源 23 旅費 248 

     その他 345 

（前年度現計 2,500 ）     

２ 事業背景・目的 

飛騨市まちづくり協議会は、平成28年度から協議会の目的や方向性を含め大きくリニュ

ーアルを図り、名称も「ひだプラす」と改名しました。「ひだプラす」は、市内のまちづ

くり団体を“つなぐ”ことを目的とし、会員も新たに募集することで、やる気のある市民

の自主性を尊重しています。事務局は、企画課と共に地域おこし協力隊が担います。 

３ 事業概要 

①【拡充】まちづくり塾 

 今後のまちづくり活動の参考にしていただくため、市内外のジャンルを問わず、ま

ちづくりの先進事例の発表会や講演会を企画します。 

②【拡充】飛騨市まちづくり応援事業審査会運営 

 飛騨市の「小さなまちづくり応援事業」の審査会について、「ひだプラす」がその

運営の全般を担います。 

 飛騨市のまちづくり団体を顕彰する「まちづくりアウォード」について検討します。 

③【拡充】市内まちづくり団体の交流事業 

 「ひだプラす」が中心となり、市内まちづくり団体が交流できる場づくりや積極的

な情報交換を行い、そこから生まれる新たな事業展開を目指します。 

④【継続】ＳＮＳ情報発信事業 

 市内で開催される様々なイベント等の情報をＳＮＳで発信します。 

⑤【継続】市内まちづくり団体のリスト化事業 

 市内のまちづくり団体をリスト化し、団体同士の交流や情報共有を行います。 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P50所　属 予算書企画部　企画課  
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拡充 地域おこし協力隊活動事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 24,215  一般財源 24,215 報酬 11,952 

     委託料 5,999 

（前年度現計 17,787 ）   その他 6,264 

２ 事業背景・目的 

人口減少・少子高齢化が著しい飛騨市においては、都市部の人材を「地域おこし協力隊」

として積極的に受け入れ、地域おこし活動を通じて、その定住定着を図る必要があります。

また、地域振興協議会からも積極的な「地域おこし協力隊」の活用を求める声があること

から、地域づくりの中核に従事させ、地元住民では気づかない魅力の発掘やその魅力を市

内外へＰＲするとともに、地元住民と協働し地域力の維持・強化を図ります。 

※隊員一人あたり400万円を上限に特別交付税の算定対象となります。 

３ 事業概要 

①【拡充】地域支援型地域おこし協力隊の配置（11,975千円） 

 地域のまちおこし団体や企業等と連携し、地域内の様々な資源を小規模な体験交流

型イベントを通じて誘客に結びつける仕組みづくりや、特色ある農産物のブランド化

による定住モデルの実践に従事する隊員３名を配置します。 

 ・継続配置地域：河合町（全域）、神岡町（山之村地区） 

 ・新規配置地域：宮川町（全域） 

②【継続】プロジェクト支援型地域おこし協力隊の配置（11,923千円） 

 市がまちおこし団体や企業等と目的を共有しながら取り組むプロジェクトの推進

に際し、プロジェクトへの市民参画や外部人材と地域住民とのつながりを構築するな

どして事業推進の加速化に取り組む隊員３名を継続配置します。 

 ・地域資源活用による持続可能な地域づくりプロジェクト 

 ・飛騨市まるごと体験博プロジェクト・広葉樹のまちづくり推進プロジェクト 

③【継続】Ｗｅｂ媒体等を活用した地域おこし協力隊の募集（317千円） 

 全国から市の取り組みに合った優秀な人材を確保するため、Ｗｅｂ媒体等を活用し

た募集記事の発信を行います。 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P50所　属 予算書企画部　企画課   
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拡充 飛騨市ファンクラブ事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 2,000  ふるさと創生基金 2,000  需用費 1,477 

     使用料 523 

（前年度現計 2,150  ）     

２ 事業背景・目的 

飛騨市ファンクラブは、市の魅力ある情報を会員が多方面に発信し、市と末長く交流の

持てる方々からなる会として平成28年度に創設しました。平成29年度は、ファンクラブ通

信を作成するなど更なる会員募集に努めます。また、会員等を対象としたファンの集いを

首都圏等で２回開催し参加者の繋がりを強化するとともに、会員の方々にご支援をいただ

きながら市への交流人口拡大に努めます。 

３ 事業概要 

飛騨市ファンクラブ事業を通じた更なる交流人口拡大を目指します。 

【拡充】会員募集事業 

ファンクラブ通信制作（会員や募集会員に向けた通信の作成及び送付） 

ＳＮＳ利用メルマガ配信（ＳＮＳ等を利用し会員向けにメルマガを月１回配信） 

募集案内チラシ（ふるさと納税返礼品同封、イベント配布） 

【新規】ファンの集い開催（会員同士の交流：東京会場、名古屋会場） 

【継続】会員特典事業 

名刺印刷（1人100枚）、特別会員証作成（プレミアム感の創出） 

ノベルティ配布（河合野草茶など、市の特産品を予定） 

 

 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P50所　属 予算書企画部　企画課  
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拡充 魅力ある地元高校づくり事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 2,100  一般財源 2,100 需要費 793 

     委託料 380 

（前年度現計 1,400 ）   その他 927 

２ 事業背景・目的 

吉城高校及び飛騨神岡高校は定員割れが続き、両校共に再編統合検討対象校の指定を受

けました。これをうけ飛騨神岡高校では、地域と共に活性化策を検討するための協議会設

置や飛騨神サポーターズの設立、吉城高校では地域住民とのワークショップの開催等、両

校を支援する機運が高まってきています。 

このため、両校及び地域住民、関連団体と一体となった取り組みに加え、新たに楽天（株）

との包括連携協定に基づく事業など様々な支援を行います。さらにこれらの取組みを飛騨

地域に情報発信し両校の魅力を高めます。 

３ 事業概要 

①【新規】楽天とのIT支援事業 

・楽天ＩＴ学校甲子園への参加（飛騨神岡高校） 

・楽天ＩＴ講習会の実施（吉城高校） 

②【新規】高校魅力化応援事業 

・高校文化祭等地元ＰＲチラシの印刷と配布 

③【拡充】情報発信事業 

 ・タブロイド版（新聞折り込み）作成及びフリーペーパーを活用し両校をＰＲ 

 ・広報ひだを活用した両校のＰＲ（学校行事・部活等） 

④【継続】宇宙線研究機関とのふれあい事業（東京大学、東北大学との連携） 

 ・宇宙線研究機関の東京大学、東北大学の大学院生による両校生徒への様々なアドバ

イスを受ける場の提供 

⑤【継続】地域住民とのワークショップ（ＷＳ）開催・小学生とのふれあい事業実施 

 ・講演会及び地域住民と高校生とのＷＳを開催。 

・吉城高校：夏休みに小学生を対象に「教えて高校生ティーチャー」を開催。 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P50所　属 予算書企画部　企画課   
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継続 ふるさと子ども大使事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 243  ふるさと創生基金 200 需用費 151 

   一般財源 43 使用料 73 

     その他 19 

（前年度現計 135 ）     

２ 事業背景・目的 

飛騨市では、市内の子どもたちが、伝統・文化・自然等を学ぶ機会を設けて、地域に誇

りと愛着をもつ子どもを「ふるさと子ども大使」として任命しています。こども大使には、

市主催の行事に参加していただき、ふるさとへの愛着を深めていただくとともに、セレモ

ニー等で大使の役割をこなして頂くなど活動の機会を広げます。 

３ 事業概要 

市内の小学４年生から６年生を対象に、市内４町の魅力ある施設をめぐるバスツアー

「ふるさと講座」を実施します。 

子ども大使には、山中和紙で作成した特製の任命証を交付し、大使として利用する名刺

を配布します。 

平成29年度は、ロスト・ライン・フェスティバルでの「子ども駅長」を予定するなど、

各種イベントで活動していただき、活動の際に必要な法被を購入します。 

 

 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P50所　属 予算書企画部　企画課  
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新規 大人の社会科見学ツアー実施事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 273  ふるさと創生基金 200 委託料 273 

   一般財源 73   

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市内には、日常では訪れることがない民間企業の製造工場や上下水道施設場等の公共施

設、高性能林業機械による森林伐採風景など、その現場でしか見聞できず、一般に公開さ

れていないコンテンツが数多くあります。 

これらのコンテンツを公開するため、関係する企業等の理解や協力を得るとともに、企

業見学等を繋ぎ合わせて観光コンテンツとしての価値を高め、観光誘客を目的としたツア

ーへ活用することが求められています。 

このため、市自らが企画に携わり施設間・地域間連携を深めた「飛騨市大人の社会科見

学ツアー」を開催し、参加者は全国から広く募るなど市への誘客を獲得することで観光振

興を図ります。 

３ 事業概要 

ツアーには魅了的なテーマ性をもたせて、観光パンフレット等に載らない優れた技術や

技能を有する市内企業等を観光コンテンツとして繋ぎ合わせます。 

見学会中の参加者に、FacebookなどのSNSから情報発信していただき、飛騨市の魅力を

拡散します。 

また、ツアーは「飛騨市みんなの博覧会」の一つのメニューとして予定します。 

 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P.50所　属 予算書企画部　企画課   
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拡充 薬草ビレッジ構想推進プロジェクト事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 2,000  国庫支出金 555 負担金 1,110 

   一般財源 1,445 委託料 305 

     その他 585 

（前年度現計 6,482 ）     

２ 事業背景・目的 

薬草ビレッジ構想推進プロジェクトは、市内ＮＰＯ法人、各種団体、市との連携に

加えて、地元企業の支援を受けて展開してきました。この取組みを更に軌道に乗せる

ためには、事業推進の中核的な役割を果たす人材育成が課題となっています。 

このため平成29年度の取組みを、「薬草ビレッジを支える人や、人を育成する機会

を増やす」とテーマとして定め、引き続き庁内横断的プロジェクトと市内関連企業・

団体等との協働により事業を推進します。 

３ 事業概要 

①リーダーや実践者となる「人」を増やす 

【継続】薬草コンシェルジュ育成・認定事業（NPOの事業として実施） 

【継続】身近な薬草活用実践講座の開催（生涯学習課公民館講座にて実施） 

【継続】飛騨市薬草フェスティバル開催事業 

【継続】春～夏の薬草勉強会開催事業 

②薬草の様々な可能性を広げるため、多様な「人」との連携 

【新規】仮称・薬草創作料理試食会 

【拡充】薬草活用による飛騨市らしいライフスタイル提案事業 

③薬草に触れたり体験するなど薬草活用を実践できる「場」作り 

【新規】薬草を活用した親子食育推進事業 

【継続】みんなでつくる「朝霧の森薬草園」事業 

④その他 

【新規】薬草活用事業推進のための県内自治体との連携・協働 

【継続】全国薬草シンポジウムへの参加 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P51所　属 予算書企画部　企画課   
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拡充 木育推進事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 700  ふるさと創生基金 700 使用料 405 

     需用費 167 

     その他 128 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

飛騨市の93％を占める森林は、様々な恵みを市民にもたらすばかりでなく、住環境の向

上など豊かな暮らしに貢献している誇るべき財産です。しかし、こうした森の恵みについ

ての理解が十分でなく、市民が身近にあるはずの木に触れる機会は思ったより少ないのが

現状です。 

このため、子どもから大人までが豊かな暮らしを支える森林や木に触れる機会を作るこ

とを通じて、その大切さや価値に気付くきっかけづくりを行うことを飛騨市の「木育」と

位置付けて、その推進を図ります。 

３ 事業概要 

○市民団体との協動による木育の推進 

 木育は、民間団体「飛騨市の木育を広める会」と市との協働プロジェクトとして事

業を推進します。 

 

（木育推進事業の主な取り組み） 

  ⑴【新規】木育推進人材育成事業             

  ⑵【新規】飛騨市木育フェスティバル開催事業       

  ⑶【新規】㈱楽天との連携事業（楽天の森事業）      

  ⑷【継続】子育て支援センター木質化・木製玩具導入事業 

  ⑸【継続】木のおもちゃ広場開催事業           

  ⑹【継続】森や木とつながるワークショップ開催事業    

 

 ※⑴～⑷は、市が主体で行うプロジェクト。⑸⑹は、「飛騨市の木育を広める会」

が主体となり、市と連携しながら実施します。 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P50所　属 予算書企画部　企画課   
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新規 ぎふアニメ聖地連合事業 

 

１ 事業費（単位：千円） 【財源内訳】 【主な使途】 

 500  一般財源 500  需要費 250  

      謝礼 100  

      その他 150  

（前年度 0 ）       

２ 事業背景・目的 

流行語大賞 2016に「聖地巡礼」がトップ 10 入りするとともに、「聖地数ランキング

2016」では岐阜県が全国 10 位から 5 位へと順位を上げました。また、十六総合研究所

から岐阜県内での「聖地巡礼による経済波及効果」が 253億円と発表され、今後もサブ

カルチャーといわれる日本文化、いわゆるクールジャパンが世界から注目されていま

す。 

この流れを一過性とせず巡礼客が何度も訪れたくなる地域を築くため、聖地巡礼を中

心とする新たなコンテンツツーリズムの特性・特徴を共に学ぶ「ぎふアニメ聖地連合」

（会長：飛騨市長）を平成 29 年２月３日に発足しました。連合には県内９自治体（岐

阜市・大垣市・多治見市・恵那市・美濃加茂市・山県市・下呂市・輪之内町・飛騨市）

が参加し、今後、「アニメ×地域」の可能性を探求していきます。 

３ 事業概要 

①アニメを活用した地域振興の調査、研究及び研修 

 アニメを活用した地域振興の様々な課題の共有や、専門家や先進地から聖地巡礼を

中心とするコンテンツツーリズムの特性・特徴を学ぶ研究会を定期的に開催します。 

②連合体の強みを活かした会員の相互支援 

 イベント等の共同参加やパンフレット等の相互設置等、可能な連携、協力を行い、

地域の魅力発信と聖地巡礼客へのサービス向上を図り県全体の相乗効果を高めます。 

        

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

P49～P50所　属 予算書企画部　企画課  
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拡充 飛騨えごまの里推進プロジェクト事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 2,980  一般財源 2,980 補助金 2,580 

     需用費 268 

     その他 132 

（前年度現計 617 ）     

２ 事業背景・目的 

えごまは、飛騨地方では慣れ親しんだ食材として知られ、αリノレン酸等を多く含む品

種を「飛系アルプス１号」として品種登録していますが、十分な差別化に繋がっていない

状況にあります。 

このため、「飛系アルプス１号」を使用した商品は、飛騨市産のえごまを使用し農薬不

使用という、安全・安心かつ、他のえごまにない特徴を備えていることを全国に向けて発

信し、「飛騨えごま」に関わる、生産農家、製造事業者、販売元と市役所が連携を強化す

ることで、市内経済の循環と活性化に努めます。 

３ 事業概要 

①【新規】「飛騨えごまの里」の知名度向上への取り組み 

 薬草シンポジウムに併せ、えごまイベントや、歴史・文化・効果効能などを伝える

講演会を開催します。 

 「えごまウィーク」として約一週間、協力していただける市内飲食店で、様々なえ

ごま料理を提供します。 

②【継続】飛系アルプス１号の生産出荷拡大 

 飛系アルプス１号の生産拡大を図るため、収量１kg当たり1,000円を助成します。 

 

③【継続】新商品開発の支援 

 えごまを活用した新商品の研究、試作品への助成行います。（商工課の包括支援補

助事業） 

 

 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費他

P49～P50、P89所　属 予算書企画部　企画課　農林部　農林課  
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新規 防災行政無線・情報インフラ整備基本構想策定事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 8,907  ふるさと創生 8,900 事業費 8,907 

   一般財源 7   

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市の防災行政無線※１は、国が定めた規格への対応が求められており、その使用期限が

平成34年11月30日までとなっています。また、情報インフラ※２は、整備後十数年が経過

し老朽化が進んでおり、それぞれ更新等について検討する時期にあります。更新には多額

の経費を要するためコスト削減が課題となっており、他方で著しく発達する情報通信技術

への対応が求められ、技術動向を踏まえた専門的な検討が必要です。 

このため、設備の更新に向け、トータルコスト抑制と情報通信の安定性向上を図ること

を目的に、市の実情に応じた防災行政無線・情報インフラ整備と運営のあり方について総

合的に調査分析し、基本構想を策定します。 

 

※１防災行政無線は、設備のデジタル化や市内全世帯に配置している戸別受信機の更新について検討が

必要です。 

※２情報インフラは、「飛騨市ＣＡＴＶ」のほか、市役所・学校・市民病院等の公共施設をインターネ

ット技術で結ぶ「地域イントラネット」のことを言います。 

 

３ 事業概要 

防災行政無線・情報インフラは、本市の複雑な地勢を網羅しており、広範囲にわたる調

査が必要になります。地区別、目的別に区分して、詳細な調査のもと現状分析や課題を整

理し、更新や運営の方式等について検討を行います。 

地域情報化について実務的・技術的ノウハウを有する民間専門家による支援や総務省が

派遣するＩＣＴ地域マネージャーの助言を受けながら、民間インフラとの連携・活用も視

野に入れて策定し、平成３０年度以降の整備に反映する予定です。 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報政策費

P.51所　属 予算書企画部　情報戦略室・総務部　総務課
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拡充 情報発信サイト等整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 9,500  ふるさと創生基金 9,500 委託料 9,500 

       

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市の「公式ウェブサイト」は、平成22年に更新後５年の間に情報量が蓄積し、利用時に

欲しい情報がどこにあるのか解かりづらくなっています。一方、スマホ等携帯情報端末の

普及が進む中、どの情報端末でも等しく見やすいサイトであることが求められています。 

また、豊かな自然環境や伝統文化を重んじる暮らしなどが見直される中、飛騨市に興味

を持っていただく方が手軽に情報を閲覧できるように整備する必要があります。 

このため利用される様々な方々が、｢見やすい」、「探しやすい」、「解かりやすい」内容

とし、「欲しい情報」を「正確かつ迅速に」発信する情報発信サイトの構築を目指します。 

３ 事業概要 

①行政サイトリニューアル 

 携帯情報端末などマルチデバイスに対応したデザインで構成し、移住支援サイトや

新たに構築する新規就農者の受入れ支援や市の貴重な文化遺産・文化施設についての

情報サイト等との連携をスムーズにし、かつアクセシビリティに対応したサイトの作

成を行います。 

 

  

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報政策費

P.51所　属 予算書企画部　情報戦略室・企画課   
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拡充 移住支援サイトリニューアル事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 1,180  ふるさと創生基金 1,100 委託料 1,180 

   一般財源 80   

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

飛騨市ではこれまで、飛騨市を「知る」から「移住に至る」までを段階的に支援し、移

住に結びつける「あんきな飛騨市らいふプロジェクト」を推進し、その一環として平成27

年度に移住促進サイト「飛騨に暮らす」を開設しました。移住促進サイトでは、移住体験

談や飛騨市生活カレンダー等を掲載し、飛騨市の暮らしに興味を持ってもらうための情報

を発信してきました。 

平成29年度は、移住者目線でさらにもう一歩踏み込み、飛騨市への「移住を具体的に検

討している方」が利用しやすい内容となる移住促進サイトへリニューアルします。 

３ 事業概要 

飛騨市の既存移住者等と協議しながら、飛騨市への移住を具体的に検討している方が求

めている「仕事探し」、「住居探し」、「遊び場探し」等の情報を拡充し、移住者目線のサイ

トへリニューアルします。 

 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報戦略費

P.51所　属 予算書企画部　企画課   
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拡充 ロスト・ライン・パーク構想推進事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 49,500  国庫補助金 2,900 工事請負費 43,700 

   ふるさと創生基金 43,700 委託費 5,800 

   一般財源 2,900   

（前年度現計 11,360 ）     

２ 事業背景・目的 

NPO法人神岡・町づくりネットワークが運営するレールマウンテンバイクは全国的に認

知度も上がり、昨年の利用者実績は前年を上回ったものの、既存コースだけでの誘客は飽

和状態にあります。 

このため市では、旧奥飛騨温泉口駅から旧漆山駅を「飛騨市ロスト・ライン・パーク」

と位置づけ、新たに素晴らしい眺望の中を走る漆山から二ツ屋間の「渓谷コース」を供用

開始に向け整備します。既存コースに渓谷コースが加わることで、今まで以上の誘客が見

込まれ、市の観光振興を図ります。 

平成29年４月８日（土）には「ロストラインフェスティバルin神岡」を開催し、全国に

呼びかけ日本ロストライン協議会設立総会を行い、おくひだ１号の移送イベントや講演会

等を予定するなど、市の魅力を情報発信します。 

３ 事業概要 

①【継続】車輌移設事業（1,300千円） 

 旧神岡鉱山前駅の車庫に格納してある 

「おくひだ１号」を旧奥飛騨温泉口駅に 

移設し、展示を行います。車輌の維持の 

ため、冬季は車庫で保管します。 

②【新規】神岡橋梁安全対策工事（43,700千円） 

 神岡橋梁について、構造物の落下を防 

止する安全対策を実施します。 

③【新規】河川占用申請書類作成業務委託（4,500千円） 

 渓谷コースの河川占用について、目的変更を行うための申請書類を作成します。 

 

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 鉄道対策費

P.54所　属 予算書企画部　企画課  
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