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① 主要施策のこれまでの成果について           ･･･ 資料① 

② 地方創生関連交付金事業の効果検証について       ･･･ 資料② 

③ 飛騨市過疎地域持続的発展計画（案）について      ･･･ 資料③ 

④ 新型コロナウイルス感染症に関する対応状況について   ･･･ 資料④ 

⑤ 令和４年度の政策方針について             ･･･ 資料⑤ 

               ～ 休 憩 ～ 

⑥ 自由討議 

 

 

6. そ の 他 

今後のスケジュール                     ･･･ 資料⑥ 
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主要施策の成果
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令和３年度第1回飛騨市総合政策審議会 資料
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主要施策一覧

１.防災体制の強化 21.食のまちづくりプロジェクトの推進

２.まちづくり活動の応援 22.新規就農者の獲得と支援

３.飛騨市ファンクラブの推進 23.飛騨牛生産基盤の強化

４.関係人口育成プロジェクトの推進 24.広葉樹のまちづくりの推進

５.魅力ある地元高校づくりの推進 25.ロケツーリズムの推進

６.台湾・新港郷との友好交流 26.飛騨みんなの博覧会の開催

７.薬草ビレッジ構想プロジェクトの推進 27.合宿や大会等の誘致推進

８.飛騨市ドローンプロジェクトの推進 28.産業の人材確保対策

９.移住定住の促進 29.ものづくり事業者の育成支援

10.ふるさと納税の推進 30.住環境の整備支援

11.医療・介護・福祉人材確保プロジェクトの推進 31.ふるさと教育の推進

12.ひとり親家庭等応援プロジェクトの推進 32.山城の発掘調査と保存活用

13.高齢者の生活支援 33.文化・芸術・文学等の掘り起こしと活用

14.障がい児者の支援 34.飛騨みやがわ考古民俗館の活用推進

15.保育や子育て環境の充実 35.スポーツを通じた健康づくりの推進

16.市民の健康づくりの推進 36.最適な地域医療実習フィールドの整備

17.自分と家族のための終活等の支援 37.天生の森と人プロジェクトの推進

18.産前産後ママサポプロジェクトの推進 38.清流みやがわ鮎の知名度向上

19.官民協働によるごみ減量化運動の推進 39.棚田と板倉の里の活性化

20.ごみリサイクル体制の強化 40.宇宙最先端科学パーク構想の推進

41.ロスト・ライン・パーク構想の推進



Wi-Fi環境wi-Fi環境Wi-Fi環境

■目的・概要

1.防災体制の強化

■取り組み

■主な実績

【備蓄用コンテナ等を活用した災害用備蓄】

平成29年度から令和元年度

【防災リーダー養成】
・市独自で防災リーダー養成講座を開催しました。

災害発生時における被害の軽減を図るため、防災体制の整備、防災備蓄品等の充実を
図っています。
このため、平成29年度から令和元年度にかけて、防災備蓄品の充実を図り、発生当初の
混乱や地域の孤立化に備え、一部については区・自治会、病院等で保管することとしました。
また、地域で防災の中心となる防災士を市独自で養成するとともに、災害用ドローンの配備
や災害用Wi-Fiの環境整備を行い、市の防災体制の強化を図りました。
令和２年度は、備蓄用コンテナを市内高校２か所に設置するとともに、福祉避難所用品
を整備しました。

〇災害時避難施設Ｗｉ-Ｆｉ環境整備（平成30年度～令和２年度）
災害時に避難者が情報収集・発信・伝達の手段を確保するため、Wi-Fi環境の整備を行いました。
設置箇所：市内体育館等９か所

年度 決算額(千円)

H30 43,828

R1 47,087

R2 34,669

〇防災リーダー養成講座の開催及び防災士資格取得費用の全額補助(平成29年度～令和2年度）
地域防災の中心となる防災士の資格取得のため、平成29年度から資格取得に必要な費用を全額補助するとともに、平成30年度からは、
防災リーダー養成講座を市独自で開催し、防災士資格取得を容易にしました。また、防災士の活動を組織化し、市の防災力強化を図るため、
平成31年3月に飛騨市防災士会を発会しました。
防災士資格取得者：平成29年度29名、平成30年度31名、令和元年度72名、令和2年度53名 合計185名（防災士会119名）

・市内体育館等の5か所に避難者200名を基準とした避難所用品
を備蓄しました。

【災害用避難施設Wi-Fi環境整備】

・避難拠点所となる９施設にWi-Fi環境を整備しました。

〇防災備蓄品の充実(平成29年度～令和2年度）
災害時多くの市民が避難する体育館、公民館等17か所に、避難者200名を基準とする避難所用品を配備しました。また、福祉避難所5か
所に福祉避難所用品を整備しました。

【災害用ドローンの配備】

・3機のドローンを各消防署・分署に配備しました。

【区等への食糧・救助具の配備】

・市内行政区に食糧、毛布、飲料水、救助具を配備しました。

【土砂災害ハザードマップの更新】

・市内全域の「土砂災害ハザードマップ」を更新しました。

【防災士資格取得の補助制度を創設】

・資格取得に必要な費用を補助する新たな制度を創設しました。

▲備蓄用コンテナ

▲防災リーダー養成講座 ▲ライフライン保全対策事業

令和２年度

【防災リーダー養成】

【神岡町洪水ハザードマップの更新】

【避難所用品の備蓄開始】

避難所用品を拡充しました。

・備蓄用コンテナ２個を市内高校に新たに設置するとともに、福祉
避難所用品を市内5か所に整備しました。

・神岡町洪水ハザードマップを新たな想定浸水深に更新しました。

・防災リーダー養成講座を開催し、55人の防災リーダーを養成しまし
た。（年度末の防災士156名）

〇消防団の誘導用品配備（平成30年度～令和元年度）
災害時に避難者誘導や重要地点の監視にあたる消防団員の安全確保のため、反射材付きベスト

（「飛騨市消防団」の名称入り）を消防団員全員に配布するとともに、誘導棒300本を配備しました。

【災害用避難施設Wi-Fi設備改修】
・避難拠点所となる２施設のWi-Fi設備を改修しました。

【洪水ハザードマップの更新】

・古川町の「洪水ハザードマップ」を更新しました。

【ライフライン保全対策整備】

・倒木による電線被害を防ぐため、市内2.7kmの立木を伐採しま
した。

〇ライフライン保全対策整備事業（令和元年度～令和２年度）
倒木による電線の切断を防ぐため、県、市、電力会社の共同事業により古川町地区1.3km、神岡町

地区1.4kmの立木を伐採しました。



■目的・概要

2.まちづくり活動の応援

■取り組み

■主な実績

まちづくり活動を支援する体制を整備

・ 小さなまちづくり応援事業に、少額の支援で面倒な手続きを極
力減らした「ちょこっと支援」部門を創設し、今までは対象となら
なかった、より小さなまちづくりへの支援を拡充しました。

・小さなまちづくり応援事業において、募集時期を前年度末と年度
途中の年2回にしたことで年度当初から多くの事業が応募しやすく
なりました。
・「ひだプラす」にて、市内まちづくり団体への取材（キャラバン)と各団
体を集めてのワークショップを開催しました。

平成28年度

平成30年度

・ 小さなまちづくり応援事業に種まき、若葉、花盛りの３つの部門
を創設し、より多くの新規事業の掘り起こしに繋がるよう「種まき」
の補助率、上限を高く設定しました。
・ 小さなまちづくり応援事業に多くの地元企業より応援金（企業
賞）をいただき、各団体にとって大きな励みとなりました。

市内には市民自らが「まちづくり」に取り組むまちづくり団体が数多く存在します。こ
うした団体の活動の掘り起しや育成を目的として、平成28年度に「小さなまちづくり
応援事業」を創設しました。この事業は、応募のあった事業を市民参加型のプレゼ
ン審査会で市民が審査し、市が助成金を交付する仕組みとなっています。また、行
政からの支援のみならず、プレゼンを聞いた地元企業等からの応援の輪も広がりつ
つあり、地域が一体となって応援する事業となっています。
それぞれの活動内容は、「まちづくり拠点node」で広く紹介・PRすることで、団体
にとっても更なるやりがいに繋がっています。
また、まちづくり団体中間支援組織「ひだプラす」により、市内まちづくり団体を「繋
ぐ」、「支える」、「広げる」活動が行われています。

年度 決算額(千円)

H30 6,264

Ｒ１ 3,454

Ｒ２ 6,765

〇小さなまちづくり応援事業交付実績

平成29年度 応援事業の募集時期を２回に増加

令和２年11月にオープンした「まちづくり拠点node」では、SNSなどを中心に定期的に情報発信をしたほか、常時体験できるメニューづくりや
飛騨みんなの博覧会によるワークショップの開催などにより、オープン後5ヶ月間で約1,200人の方に来場・利用いただき、166人の方にワーク
ショップなどの体験をしていただきました。
小さなまちづくり応援事業では、自身の事業を市民の前で自らプレゼンし、市民が審査する仕組みがかなり浸透してきており、この事業をきっ
かけに新たなまちづくり活動を行う団体が増えてきているとともに、支援を受けることなく活動を継続する団体が出てきました。また、多くの市民に
活動を知ってもらうため、プレゼン選考会の様子をYouTubeや市ケーブルテレビで配信したほか、令和２年度に開設した「まちづくり拠点
node」でも活動成果を発表しています。これらの取り組みにより、まちづくり活動に興味を持つ人が増加しています。

・平成28年度 交付 １４団体 交付金総額 3,063千円
・平成29年度 交付 １８団体 交付金総額 4,135千円
・平成30年度 交付 ２１団体 交付金総額 5,502千円
・令和元年度 交付 １５団体（うち ちょこっと支援 ２団体） 交付金総額 2,690千円
・令和２年度 交付 ９団体（うち ちょこっと支援 ２団体） 交付金総額 1,664千円

応援事業に3つの申請部門を創設

【小さなまちづくり応援事業の主な交付団体】

▲市民によるプレゼン審査会

◀はたらく車展（飛騨古川JC）

令和元年度 応援事業にちょこっと支援部門を創設

令和２年度 まちづくり拠点nodeを開設

・市と「ひだプラす」の協働で、古川町市街地の空店舗を活用した
「まちづくり拠点node」を整備。様々なまちづくり活動でみんな
に利用してもらえる施設として11月にオープンしました。

・小さなまちづくり応援事業をを創設しました。
・市内のまちづくり団体を “繋ぐ” ことを目的として、まちづくり中間支
援組織「ひだプラす」が設立されました。

▲ まちづくり拠点node （外観・内観）

〇まちづくり拠点node 利用実績

開設期間 R２年11月~R3年３月（104日間）
来場者数 1,198人 有料体験者数 166人 普段触れることができない特殊・作業車

両を展示・乗車体験などを行いました。



■目的・概要

3.飛騨市ファンクラブの推進

■取り組み

■主な実績

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、市と末永く
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。
会員証には、楽天㈱包括連携協定の一環として、「楽天Edy」を導入しました。
また、会員等を対象としたファンの集いの開催、市外の会員を対象とした飛騨市魅
力発信ツアーを開催するなど会員との交流を深め、令和３年２月には会員数
6,000人を突破し、飛騨市の認知度向上及び魅力発信に寄与しています。
今後、更に市の魅力発信及び新規会員の獲得を継続するとともに、さらに会員
とのコミュニケーションを強化し、市内外のファンづくりを目指します。

年度 決算額(千円)

H30 2,940

R1 4,413

R2 18,940

〇平成28年度~29年度 29年度末会員数1,913名 協力店舗 44店舗

〇平成30年度 年度末会員数2,815名 協力店舗 44店舗

楽天との包括連携協定の一環として、飛騨市ファンクラブの会員証として全国どこでも利用可能な「楽天Edy」カードを採用し、電子マネーを活
用した制度（利用額の0.1％が市へ寄附される仕組み）を構築しました。広報等で市民への周知を行い、都市部で居住している親族や友人
等にも紹介いただいたほか、ふるさと納税に協力していただいた方にも積極的な勧誘を行いました。定期的に市の魅力を通信で発行するほか、
メールマガジンにて情報発信を行いました。また、会員との交流を図るために「飛騨市ファンの集い」を実施しました。

会員との交流を図るため、「飛騨市ファンの集い」を岐阜市、飛騨市、東京都内で開催し、延べ122名の参加者に飛騨の郷土料理や地酒を
楽しんでいただきました。また、会員のインセンティブを更に高めるため、㈲渡辺酒造店とタイアップし、ふるさと納税を活用したファンクラブ会員限定
返礼品「蓬莱 秘蔵酒」を企画しました。

平成30年度 ファンクラブバスツアーを実施しました

・ 市の魅力を実際に感じてもらえるバスツアーを実施しました。

平成29年度 ファンの集いを開催しました

・ 会員との交流を図るため、県外でファンの集いを開催しました。

【ファンクラブ通信の発行やSNSでの情報発信】
・ 会員向けに定期的にファンクラブ通信を発行するほか、メールマガ
ジンで情報発信を行いました。

・趣向を凝らしたファンクラブ動画を自前で作成し、SNS等で情報
発信を行いました。

【ファンクラブ会員証】

・市民と会員のつながりを強化するため、GSAやきつね火まつりの
運営補助、ファンクラブ事業への参画等をプログラム化しました。
会員の飛騨市来訪のきっかけづくりに寄与しました。

お手伝いプログラムの開始令和元年度

〇令和元年度 年度末会員数4,516名 協力店舗 40店舗
東京、大阪、岐阜市、飛騨市でのファンの集いを継続する他、ネットショップ購買特典支援やお出かけファンクラブ新企画を実施しました。また、
会員同士のつながりや飛騨市への来訪機会の創出のため、市内のイベント（GSA、きつね火まつり）やファンクラブ事業のボランティアスタッフを
募集しました。

・飛騨市の特産品をお得に購入できるネット通販のキャンペーンを
実施しました。新規会員の獲得にも寄与しました。
・同じテーマに興味のある人が集い、自由に活動を行う「部活動」
の取り組みを新たに開始し、「薬草部」、「まちあるき部」、「お酒
部」、「おこめ部」の活動を行いました。
・コロナ禍で都市部でのファンの集いが開催できない中、会員から
の提案で会員と協働して「オンライントラベル」を実施しました。

部活動がスタートしました令和２年度

〇令和２年度 年度末会員数6,283名 協力店舗 40店舗

コロナ感染拡大の影響により売上が減少している市内事業者の売上向上と飛騨市ファンの拡大を目指
し、飛騨市の特産品をお得に購入できるネット通販のキャンペーン（誰でもおうち割キャンペーン、シェア得
キャンペーン）を実施しました。また、会員からの提案で、会員と協働で初めて「オンライントラベル」を実施し
ました。
新たに開始した「部活動」では、「薬草部」、「まちあるき部」、「お酒部」、「おこめ部」の活動を行い、延べ

44人の会員が参加しました。

▲会員持込企画「オンライントラベル」を飛騨市でチャレンジ



■目的・概要

4.関係人口育成プロジェクトの推進

■取り組み

■主な実績

人口減少が進む中、地域外の人との交流を推進し地域の活力を生み出すため
に「観光客以上、移住者未満」と定義される「関係人口」に着目し、飛騨市ファン
クラブや種蔵村民制度の仕組みをつくり、関係人口の増加に取り組んでいます。
楽天㈱や東京大学等産学官民の連携により、「マーケティング」やアカデミックな
「調査」などを組み合わせたファンづくりを研究し、その研究結果を活かし新たなに
『ヒダスケ！―飛騨市の関係案内所―』という仕組みを構築し、地域の困りごとや
課題に一緒に取り組むことで、飛騨市ファン・関係人口と共創するまちづくりを推進
します。

年度 決算額(千円)

R1 1,512

R2 5,299

〇令和元年度

令和元年度 関係人口の研究を行いました

≪関係人口の定義（総務省）≫

〇令和２年度

『ヒダスケ！』をスターﾄしました令和２年度

・飛騨市の関係人口といわれる方（飛騨市ファンクラブやふるさと納
税寄附者）にアンケートを行い、どのような方がどのようなターニング
ポイントやキーマンとの接触で地域のファンになり、飛騨市とどのよう
な関わり方をしているのか、専門の研究家や東京大学の教授、楽
天等外部の組織と連携して研究を開始しました。
・東京都でシンポジウムを開催し、飛騨市の関係人口に関する取り
組みを紹介し、参加者と「関係人口」についての理解を深めました。
・飛騨市の関係人口を増やそうと「飛騨米のブランディング」、「飛騨み
やがわ考古民俗館の活用」、「飛騨市ファンクラブの進化」の３つの
テーマで地域課題から関係人口やキーマンの創出、課題の解決を
目指すプロジェクトを展開しました。

・前年度から引き続き、飛騨市の関係人口に関する研究を進め、論
文を発表しました。
・地域課題は交流を生み出す資源であると捉え、飛騨市の課題や
チャレンジしたいことをプログラム化し、参加者を募集する「ヒダスケ！
飛騨市の関係案内所」をオープンし、飛騨市民・事業者と外部の
方とのマッチングを行いました。
・飛騨信用組合と連携した市内で行うクラウドファンディングのサポート、
㈱おてつたびと連携した学生の受け入れサポートをしました。

飛騨市ファンクラブ会員やふるさと納税寄附者へのアンケート及び全国ウェブアンケートへの調査により分かってきた飛騨市の『関係人口』に関
する研究を行いました。都市部でのシンポジウムの実施、市民向けに飛騨市の取り組みを周知するイベントを実施したりと発信を強化し、様々
なメディアへの露出に成功しました。
・8月28日 「関係人口」と共創する地域の在り方について考える参加型シンポジウム 参加者：都内110名・市内13名
・11月15日 飛騨秋の発掘祭 参加者 150名
・3月9日 未来のコミュニティ研究室公開オンラインミーティング 58名

飛騨市に興味を持つ人に関わっていただく仕組みとして『ヒダスケ！ 飛騨市の関係案内所』を令和
２年４月に開設。市民の課題や困りごと、お手伝いのニーズを吸い上げ、プログラム化し、地域外で地
域に関わりたい人とのマッチングを行い、地域外人材の活用による新たな視点やノウハウの活用、地域
活力向上を目指しました。
また、コロナ感染拡大の影響により、故郷への帰省や外出自粛を余儀なくされている市外で学ぶ飛騨
市出身の学生を応援するため、飛騨市の特産品を送るキャンペーンを実施しました。
・ヒダスケ実績 ： 45プログラム・参加者延べ445人
・クラウドファンディングサポート ： 10プログラム・総支援者1,979人・総支援額21,383千円

▲東京都で実施したシンポジウムの様子 ▲宮川町種蔵地区で実施したmyみょうが畑プロジェクトの様子



■目的・概要

5.魅力ある地元高校づくりの推進

■取り組み

■主な実績

・楽天IT学校甲子園へ参加しました。（飛騨神岡高校）
・高校文化祭等地元PRチラシの印刷と配布をしました。
・広報ひだや新聞折込チラシ作成やフリーペーパーを活用し
て、両校をPRしました。

平成30年度

・地域への出前講座を行いました。
・高校魅力化応援・情報発信事業を行いました。
・市内の宇宙線研究機関とのふれあい事業を行いました。
・新聞折込チラシやフリーペーパーを活用し両校をPRしました。

地域連携事業を拡充しました

少子化が進行する中で、飛騨市内２校（県立吉城高校・県立
飛騨神岡高校）は、各校の特色を活かし、高校の魅力を発信する
とともに地域と連携した取り組みを強化するため、学校運営協議会を
立ち上げ、地域と連携した課題解決型キャリア教育の実践など特色
ある取り組みを推進しています。
飛騨市としても、両校は地域の活性化につながる重要な高校と位
置付け、連携した様々な取り組みを開始しました。また、「飛騨市学
園構想」のもと、生徒の主体性と課題解決能力の向上を目指してい
ます。

年度 決算額(千円)

H30 1,640

Ｒ１ 1,485

Ｒ２ 1,044

平成29年度 楽天連携事業に参加しました

令和元年度 情報発信を強化しました

・地域事業者を紹介するポスター制作や、地域への出前講座を
行いました。（飛騨神岡高校）
・市内にある宇宙物理学研究施設見学や、東京大学院生に学
習支援を受けたり、進路に関する意見交換会を実施しました。
・学生が主体となって高校の魅力を発信できるよう【高校生編集
室】を設置し、11名で新聞折込チラシを作成したり、フリーペー
パーを活用し両校をPRしました。

〇魅力ある地元高校づくり事業（平成30年度）

〇魅力ある地元高校づくり事業（令和元年度）

・吉城高校では、東北大学や東京大学の教授や大学院生との交流、出前講座を実施しました。飛騨神岡高校では、楽天ＩＴ学校
ＮＥＸＴを開催し、「過疎先進地の魅力発信」をテーマに様々な角度から解決方法の検討が行われました。
・両校のＰＲを目的とした新聞折込チラシを作成し、市内をはじめ、高山市や白川村への新聞折込を行っています。

〇魅力ある地元高校づくり事業（令和2年度）

・吉城高校では、市内の宇宙物理学研究施設の見学や大学院生との交流、小学生への学習支援を実施しました。飛騨神岡高校で
は、神岡町観光事業者等連携会議と協働しながら、市内店舗を紹介するポスターの作成等を実施しました。
・両校のＰＲを目的とした新聞折込チラシを作成し、市内をはじめ、高山市や白川村への新聞折込を行っています。本年は生徒が主
体となって作成するために「高校生編集室」を設置し、チラシのアイディアや文章の作成、撮影をし、作成しました。

令和２年度 コロナを題材とした地域課題解決
方法を学ぶ特別講座を行いました

・地元フリーペーパー広告掲載のほか、報道機関への情報提供や
ＳＮＳ（Facebook,LINE,Instagram）を活用した情報発
信を積極的に行いました。
・両校生徒計６名にて【高校生編集室】を編成し、中学生に向け
たキャッチコピーや文章を自ら考え折込チラシを作成しPRしました。
・コロナ禍における飛騨市の現状と課題から、地域課題解決方法を
学ぶ飛騨市長夏季特別講座を行いました。

・コロナ禍により予定していた事業の多くを縮小又は中止の措置をとらざるを得ませんでしたが、両校ともに
取り組みの見える化に向け、地元フリーペーパーへの掲載やＳＮＳを活用した情報発信を積極的に行
いました。
・学校紹介を目的とした新聞折込チラシ作成については、両校より希望者を募り「高校生編集室」を編
成し、生徒自らがキャッチコピーや文章の作成、写真撮影を行って作成し、飛騨圏域の中学生やその
保護者へ広く周知しました。
・コロナを題材とした地域課題解決方法を学ぶ対面式の飛騨市長夏季特別講座の開催や、コロナ禍に
おいて急速に進展したＩＣＴ活用によるオンライン飛騨市長特別授業を開催しました。

▲飛騨市長夏季特別講座の様子



・新港郷から高校・大学生等11名を受入、市内にてホームステ
イや市内高校との交流を実施しました。

新港郷長をはじめとした訪問団92名を飛騨市にお招きし、市と新港郷の伝統芸能等の相互披露や、古川祭屋台の曳き揃え、新港郷の美
術品等を展示した文化展覧会、飛騨市の郷土食によるおもてなしなど、お互いの文化を体感・共有しました。
・10月12日 歓迎交流会(参加者155人)、古川祭屋台特別曳揃(観覧者800人)、友好屋台村&mama me party(来場者6,000人)
・10月13日 記念式典（来場者600人）、文化展覧会（退場者983人）～10月28日
・10月14日 飛騨市内周遊ツアー（新港郷92人）、送迎会（参加者125人）

■目的・概要

6.台湾・新港郷との友好交流

■取り組み

■主な実績

友好都市提携を締結をしました

【友好都市提携の締結】

平成29年度

平成30年度

【飛騨市・新港郷友好都市提携一周年記念事業】

・飛騨市民への周知と相互理解を図るため、友好都市提携を締
結して1周年記念となる時期に新港郷の方々を招待し、新港
郷との交流展覧会、伝統芸能の公演や交流会を実施しました。

更なる交流の機会を拡充しました

1994年に台湾の視察団が古川町に視察訪れたことをきっかけに、20年以上にわ
たり民間レベルでの交流が続けられてきた台湾新港郷と、平成29年10月13日に
友好都市提携を締結し、自治体レベルの交流がスタートしました。
友好都市提携協定書では、主に友好関係を結ぶこと、行政や伝統文化など
様々な分野で交流と協力を行うこと、交流商議や災害時支援などのホットラインを
設立することなどを記しています。
【台湾新港郷】
人口：31,649人（2019年3月現在）
面積：66.05㎢
位置：台湾南部の嘉義県に属し、その北西に位置。

〇新港郷での友好都市協定書の締結及び交流事業（平成29年度）
飛騨市から40名の訪問団が新港郷へ訪問し、友好都市提携を締結するとともに、古川祭に関連した祭礼衣装やきつね火まつり、三寺まい

りに使用する物品を展示、獅子舞等の伝統芸能を披露し、新港郷の方々へ飛騨市のPRを行いました。
・10月13日 友好協定締結式典（現地テレビ局や中日新聞等の新聞社など10社に掲載）
・10月14日～15日 伝統芸能披露（来場者数8,600人）
・10月14日～11月26日 文化物展覧会（来場者数21,400人、飛騨市パンフレット3,500部配布）

年度 決算額(千円)

H30 5,897

R1 1,473

R2 314

〇飛騨市・新港郷友好都市提携一周年記念事業（平成30年度）

・平成29年10月13日に新港郷において、飛騨市となって初とな
る「友好都市提携協定書」を締結しました。

【飛騨市の総合的な文化の発信】
・新港郷へ飛騨市のPRを行うため、飛騨市の祭りなどの伝統芸
能の紹介や披露をするなど文化交流展を実施しました。

【新港郷学生交流支援補助金】
・高校生の国際的感覚や飛騨市を海外から見る視点を養成し、
次世代の交流人材を育成するため、友好都市提携を締結した
都市へ研修を行う場合に上限５万円の渡航費を補助する制度
を創設しました。

〇飛騨市高校生友好都市交流事業補助金
吉城高校と飛騨神岡高校生徒へ渡航支援をしました。参加した高校生からは、貴重な体験ができ、新たな
交流につながったと好評を得ています。 H30：9名、R1：12名、R2：中止

【新港郷青年ホームステイ研修の受入】

令和元年度

【飛騨市・新港郷の小学校同士による授業交流】
・新港郷へ飛騨市のPRを行うため、飛騨市の祭りなどの伝統芸
能の紹介や披露をするなど文化交流を実施しました。

次世代の交流の機会を拡充しました

【飛騨市・新港郷文化交流 in 新港郷】
・新港郷へ飛騨市のPRを行うため、飛騨市の祭りなどの伝統芸
能の紹介や披露をするなど文化交流展を実施しました。

〇飛騨市・新港郷文化交流 in 新港郷（令和元年度）
伝統文化交流として新港郷を訪問し、新港郷の方々に千鳥格子やつるし飾りの制作を体験いただきました。
●8月3日～4日の2日実施 千鳥格子制作体験：54名、つるし飾り制作体験：51名

・コロナ禍で直接交流が出来ない中、web通話により新港郷と
互いの会場を映して友好都市提携3周年を祝うとともに、新たな
市民間の交流母体として飛騨市・新港郷友好クラブを設立しま
した。

【飛騨市・新港郷友好クラブの設立】

令和２年度 交流のためのクラブを設立しました

〇飛騨市・新港郷友好クラブの設立（令和２年度）
市民間の交流を促進させるための新たな交流母体となる「飛騨市・新港郷友好クラブ」を設立し、会員証や
会報誌を発行しました。 ●会員数:278人（内飛騨市側からの登録は122人）3/31現在



■目的・概要

7. 薬草ビレッジ構想プロジェクトの推進

■取り組み

■主な実績

【薬草活用の周知啓発事業】

森林の面積が9割以上を占める自然豊かな飛騨市には、245種類も
の薬草等有用植物の自生が確認されており、薬草の宝庫となっています。
飛騨市では薬草を貴重な地域資源と捉え、薬草を活用したまちづくりを
推進しています。そして、行政、NPO法人、薬草愛好団体、地元企業
などが協働し「飛騨市薬草ビレッジ構想推進プロジェクト」を立ち上げまし
た。このプロジェクトでは、官民連携を図りながら市民へ薬草活用を普及
し、薬草を通じて「健康で豊かな暮らしの実現」を目指しています。
また、観光資源として薬草を活用した体験プログラムや薬草商品の開
発を行い、観光客の滞在時間の延長を図っています。

年度 決算額(千円)

H30 2,775

Ｒ1 10,359

Ｒ2 12,518

〇薬草活用の周知啓発事業等

・首都圏で薬草茶の販売をされている方を講師に招き、飛騨
市ならではの薬草茶を使った新たな体験メニューを造成する
ワークショップを開催し、薬草ティーセレモニーの体験プログラム
を開発しました。

平成29年度 体験プログラムの開発をしました

NPO法人薬草で飛騨を元気にする会やアルプス薬品工業㈱等と連携し、飛騨市薬草フェスティバルを毎年開催し、薬草料理交流会や
薬草を活用した体験プログラムなどを通じて、市民への薬草活用の普及に努めています。そして令和元年度には、全国薬草シンポジウム
2019inひだを招致・開催し、全国へ薬草活用の取り組みをアピールしました。さらに令和２年度は、コロナ禍のなか、コロナ対策を行い、古
川町のまち中や古川町黒内地内の朝霧の森周辺を会場とした、密にならない新しいスタイルの薬草フェティバルを開催しました。家族連れや
若い方など新しい客層が参加されるようになり、薬草活用を広く普及・浸透することができました。
また、平成30年10月からは、地域おこし協力隊を薬草プロジェクト専属で任用し、地元薬草団体との交流をはじめ、薬草新聞「ひだ森

通信」の編集、薬草商品開発支援、薬草ワークショップの実施支援など、市内外への薬草普及に大きく活躍しています。
▶全国薬草シンポジウム2019inひだの開催 Ｒ1.10.12-13
▶飛騨市薬草フェスティバルの開催 Ｈ28.1.13、Ｈ29.11.18-19、Ｈ30.9.8-9、R2.10.11-12

平成30年度

【公式薬草ウェブサイトの制作】

公式ウェブサイトを制作しました

・飛騨市の薬草の取り組みを広くPRするため、公式薬草ウェブサ
イトを制作しました。「体験する」「収穫する」「知る」「食べる」の
カテゴリーに分け、フェイスブック等のSNSとも連携し、随時更新
できる仕組みとしました。

〇薬草拠点施設「ひだ森のめぐみ」の運営

薬草活用を市民に普及するための情報拠点と、観光客の滞在時間延長という課題に対応するた
め、古川町弐之町の空き家を活用し、薬草の紹介や薬草を活用したワークショップの常時体験、薬草
関連商品を販売する、薬草拠点施設「ひだ森のめぐみ」を、令和元年10月にオープンしました。
令和2年度には、薬草ワークショップの新規開発を行い、体験型プログラムの充実を図りました。また、

薬草加工サービスを開始し、市民への薬草普及を図りました。コロナによる緊急事態宣言の影響もあ
りましたが、来場者、売上共に順調に推移しています。
▶R1年度（10月～３月） 入場者数：2,776人 売上：1,387千円
▶R2年度（ 4月～３月） 入場者数：4,646人 売上：3,660千円

▲「ひだ森のめぐみ 薬草ワークシップ」

令和元年度
・全国薬草シンポジウム2019inひだを開催しました

・ひだ森のめぐみをオープンしました

【全国薬草シンポジウムinひだの開催】
・全国の薬草団体や薬草ファンとの交流、飛騨市と薬草の魅力を
アピールするため、10/12-13の２日にわたり開催しました。
【薬草拠点施設 ひだ森のめぐみの開設】
・飛騨の薬草を体験できる施設「ひだ森のめぐみ」をオープンしまし
た。常時体験できるワークショップをはじめ、薬草商品の販売、
薬草茶の試飲サービスを提供しています。

令和２年度 ・薬草加工サービスを開始しました
・飛騨市薬草商品登録制度を創設しました

【薬草加工サービスの開始】
・薬草拠点施設ひだ森のめぐみで薬草加工サービスを開始しまし
た。薬草の乾燥加工や粉末加工が、誰でも低価格で利用でき
るようになり、市民への薬草普及に繋がっています。
【飛騨市薬草商品登録制度の創設】
・飛騨市の薬草を使った薬草料理や商品を薬草商品として登録
する制度を創設しました。登録商品は現在42商品となり、取扱
事業者は20店舗になりました。

（4/11～5/17 緊急事態宣言により休業）



■目的・概要

8.飛騨市ドローンプロジェクトの推進

■取り組み

■主な実績

飛騨流葉スキー場の活用を検討

【飛騨流葉ドローンパークの検討】

・ 流葉スキー場の夏場利用として、ドローンで盛り上げていく
よう検討をはじめました。
・ 地元有志により、ドローン&ロボットフェスの開催をしました。

平成29年度

平成29年度に地元有志により、流葉スキー場の夏場利用の検討が行われまし
た。その結果、流葉の広大なゲレンデを舞台として、神岡ドローン実行委員会によ
る「神岡ドローン&ロボットフェスin流葉」が開催され、市内外から多くの参加をいた
だくとともに、市民のドローンへの関心の高まりのきっかけとなりました。
これを受けて、市でも神岡ドローン実行委員会と連携し、平成30年度には流葉
スキー場の夏場の利活用を図る観点から、無料で飛ばせるドローン専用飛行場
「飛騨流葉ドローンパーク」を開設し、平成31年度には宮川町に「飛騨まんが王国
ドローンパーク」を開設しました。また、令和２年度には操縦資格の補助制度を創
設したほか、地域おこし協力隊の採用により、市内外へのさらなるドローン活用事
業の推進を図っていきます。

〇ドローン活用推進プロジェクト事業（令和２年度）

年度 決算額(千円)

H30 1,500

Ｒ１ 1,388

Ｒ２ 3,119

市内２カ所のドローンパークを多くのドローン愛好者に利用してもらいました。さらに、操縦
訓練などの研修会場としても利用していただきました。今後も、広大な敷地で自由に飛ばせ
る場所として、広く利用促進を図っていきます。
また、ドローンの専門的な知識を有する地域おこし協力隊を採用し、継続的な体験会な
どを通じて市民にドローンの魅力をＰＲしたほか、教育現場での活用や公共施設の日常点
検、消防署との合同訓練など様々な場面でのドローン活用を展開しました。
そのほか、連携協定を締結している富山ドローンスクールの協力により、市内での操縦資
格取得のための出張講習会を開催し、市民２名が資格を取得されました。
・飛騨流葉ドローンパーク Ｈ30年度 H30.7.  7～10.31 延べ 84名利用

Ｒ１年度 Ｒ１.５.17～11.15 延べ132名利用
Ｒ２年度 Ｒ２.6.19～11.15 延べ136名利用

・飛騨まんが王国ドローンパーク Ｒ１年度 Ｒ１.10.21～Ｒ２.４.７ 延べ35名利用
Ｒ２年度 Ｒ２.10. 2～Ｒ３.４.11  延べ25名利用

・ドローン＆ロボットフェスの開催 H30年度 H30.10.６開催 来場者 約1,500名
Ｒ１年度 R１.10.５開催 来場者 約1,500名
Ｒ２年度 新型コロナウイルス対策により中止

・無人航空機操縦資格取得補助金の創設 令和２年４月１日～ 実績２名

平成30年度 飛騨流葉ドローンパークを開設

・ 無料で飛ばせるドローン専用飛行場としては国内最大級を
誇る「飛騨流葉ドローンパーク」を開設しました。

【飛騨流葉ドローンパークの開設】

▲神岡ドローンフェスin流葉の様子

▲協力隊によるドローン体験会の様子

令和元年度 飛騨市全域でドローン事業を開始

・ 宮川町内に「飛騨まんが王国ドローンパーク」を開設しました。

・ 富山ドローンスクールと地域活性化を目的とした連携協定を締結
・ 小中学生を対象とした座学・操縦体験・プログラミングを含めたドロ
ーンジュニア検定を実施しました。

【飛騨まんが王国ドローンパークの開設】

【R2.1.28 富山ドローンスクールと連携協定締結】

令和２年度

【地域おこし協力隊（ドローンコンシェルジュ）の採用】

【無人航空機操縦資格取得補助制度の創設】

ドローンの活用による市内の産業発展を目的に、操縦資格取
得にかかる補助制度を創設しました。富山ドローンスクールが市
内で出張講習会を実施し、市民２名が資格を取得されました。

補助制度創設・協力隊の採用

▲富山ドローンスクール連携協定 ▲流葉ドローンパーク

10月1日から専門的な知識を有する地域おこし協力隊を採用
し、様々な場面でのドローン活用の提案や市民へのドローンＰＲ、
ドローンパークの利用促進などを行いました。



■目的・概要

9.移住定住の促進

■取り組み

■主な実績

・ 情報発信強化のため、移住支援サイト内に飛騨市への移住者へのインタビュー
の追加やわかりやすいよう仕事・住まい・暮らしのカテゴリを追加するなど、リニュー
アルを行いました。

平成29年度

・ 移住を検討されている方にきめ細かな相談対応ができるよう移住コンシェルジュを
3名設置しました。
・ 家財道具処分を速やかに行えるよう、空き家所有者に対し、家財道具処分費
の補助制度を創設しました。(補助率1/2 上限10万円)
・ 空き家の相続登記にかかる補助を創設しました。（補助率1/10）

移住コンシェルジュを設置し相談体制強化

安心して移住を決断し、地域に溶け込みながら安定した生活を送るためには、移
住希望者や既に移住された方のよき相談相手・アドバイザーとなる人、地域の生活
習慣・文化を伝え地域住民との橋渡し役の設置や、市内の空き家の情報を深く知
ることのできるサイトの整備等が必要です。
このことから、移住希望者が希望するライフスタイル等に関する相談に応じることで、
飛騨市での移住生活をイメージし、移住に関するワンストップサービスを提供し移住
政策の推進を図ります。

〇各種補助制度を活用した移住実績

平成30年度

移住サイトをリニューアルしました

平成28年度 51世帯・ 77名、移住相談件数 75件 平成29年度 42世帯・ 97名、移住相談件数 144件
平成30度度 47世帯・100名、移住相談件数 102件 令和 元年度 65世帯・111名、移住相談件数 129件
令和 ２年度 92世帯・171名、移住相談件数 114件

〇空き家情報サイト「飛騨市住むとこネット」 登録状況（令和３年３月31日現在）

登録物件数 185件（うち成約物件数 賃貸38件・売買92件、登録掲載 賃貸４件、売買51件）

▲飛騨市移住サイト「飛騨に暮らす」

▲飛騨市空き家情報サイト「飛騨市住むとこネット」

令和元年度

・ 市外からの転入と定着を促進するため、移住検討者及び移住者への初期費用負担軽減に向けた補助制度を創設しました。
（交通費・移住者用転入準備品・引越し費用・ペーパードライバー講習費用・除雪道具購入費用・スタッドレスタイヤ購入費用）
・ 移住支援サイト『飛騨に暮らす』内に移住コンシェルジュページを新設、サイト内をリニューアルしました。

移住促進補助金を新設しました

年度 決算額（千円）

H30 18,083

Ｒ１ 14,659

Ｒ２ 20,369

令和元年度25件（交通費12件、転入1件、引越し3件、雪国デビュー9件）
令和２年度70件（交通費42件、引越し16件、ペーパードライバー1件、雪国デビュー11件）

〇移住促進補助金実績

令和２年度 オンライン相談窓口を開設しました

・ 移住者に新たにコンシェルジュとして就任していただき、移住者目線での情報発信、移住検討者への支援を行っていただきました。
・ コロナ禍での移動自粛などにより首都圏での移住相談会参加が困難となり、さらに首都圏から来訪での移住相談なども難しい状況のため、
10月より新たにオンラインでの移住相談窓口を開設しました。

〇空き家流動化対策事業実績

平成28年度 空き家流動化対策補助金 ２件、移住促進住宅改修補助金 ２件、三世代同居支援補助金 19件
平成29年度 空き家流動化対策補助金 ７件、移住促進住宅改修補助金 ４件、三世代同居支援補助金 ８件
平成30年度 空き家流動化対策補助金 ２件、家財道具処分費補助金 16件
令和 元年度 空き家流動化対策補助金 １件、家財道具処分費補助金 19件
令和 ２年度 空き家流動化対策補助金 ５件、家財道具処分費補助金 15件

〇賃貸住宅家賃補助金実績

平成30年度 新婚・18件、転入・72件 令和元年度 新婚・15件、転入・55件
令和 ２年度 新婚・13件、転入・54件

〇米10俵プロジェクト実績 ※カッコ内数字は年度内新規認定者の数

平成28年度11名(4) 平成29年度17名(6) 平成30年度23名(6) 令和元年度27名(4) 令和２年度36名(10) 



■目的・概要

10.ふるさと納税の推進

■取り組み

■主な実績

新たに東京大学宇宙線研究所への寄附メニューを拡充し、集まった
寄付金を若手育成支援基金に寄附を行いました。

平成30年度～令和元年度

【商品の発掘・事業者との連携を強化しました】
・楽天㈱から地域活性マネージャーとして出向していただき、ECのノ
ウハウを生かしたふるさと納税増額及び市外への魅力発信に係る
戦略を立て、事業者との連携強化や新たな商品・事業者の発掘
に取り組みました。
・ふるさと納税の各ページの写真の改善や検索されやすいようにキー
ワードの変更等工夫し、転換率向上に努めました。
・体験型や福祉サービス、季節限定商品の拡充や発掘など特色あ
る返礼品を拡充し、使い道の充実を図りました。
・返礼品発送時にチラシや観光パンフレット同封し、ふるさと納税だ
けではなく、誘客を図りました。
・令和元年度には、返礼品取扱事業者は102社、返礼品数は
700となり、体験型や福祉サービス、季節限定商品の拡充や発掘
など特色ある返礼品の充実を図りました。またメディアにも多数取り
上げられ、露出に成功しました。

飛騨市のふるさと納税は、令和２年度は約15.2億円をいただきま
した。「ふるさとチョイス」、「楽天」、「ANA」、「さとふる」、「ふるなび」、
「auPAYふるさと納税」の6つのWEBサイトで受付しています。市内
事業者との連携を強化し、市の魅力的な特産品や事業者を全国に
発信しながら、新しい商品や事業者の発掘、サービスの開発に努め
ています。
今後も事業者と連携し、魅力ある返礼品の提供、寄附金の使い
道や市の取り組みを広く公表していくことで、「ふるさと納税」をきっかけ
とした飛騨市と市外の方々のつながりをつくっていきます。

年度 決算額(千円)

H30 510,043

Ｒ1 1,101,439

Ｒ2 1,547,619

〇平成29年度

〇平成30年度～令和元年度

平成29年度

・既設の３つの募集サイトに加え「さとふる」による募集を開始したことにより、寄附金額は
前年度比115％の351,692,490円に達しました。
・東京大学との連携協定に基づき、ふるさと納税の使途に東京大学連携推進事業を選択
された金額の３割相当額を、「東京大学宇宙線研究所若手育成支援基金」への寄附
に充てることとしました。 実績額 18,600千円

・インターネット上の６つの募集サイト(ふるさとチョイス、楽天、ＡＮＡ、さとふる、ふるなび、
auPAYふるさと納税)により寄附を募りました。
・ふるさと納税額増額のため、新たな商品や事業者の発掘や事業者向け研修会を行いながら、ＥＣのノウハウを活用し、写真の改善や検
索されやすいように工夫するとともに、新規事業者の開拓や事業者間で協働した返礼品を追加し寄附の増加を図りました。
・東京大学宇宙線研究所への寄附 実績額 H30年度 13,500千円 ・ R1年度 10,200千円

東京大学宇宙線研究所への
寄附を開始しました。 ・寄附額を維持・拡大できるよう、新規参入事業者の開拓や新商

品の企画、商品のブラッシュアップに関し、民間のノウハウを導入・
活用する「ふるさと納税事務支援事業」の委託を開始しました。
・返礼品数は1,000商品を超えました。
・寄附者が安心して寄附していただけるように「日本一ふるさと納税
をして良かったと思っていただける自治体を目指すこと」を宣言し、
寄附の使い道を明確に公表するとともにPR動画を作成し、広報を
行いました。
・返礼品発送時にチラシや観光パンフレットを同封し、ふるさと納税
だけではなく、飛騨市ファンクラブへの誘導や誘客を図りました。

令和２年度 商品及び使い道の充実を図りました

〇令和２年度

・多様な返礼品を準備し、全国からの寄附を獲得するためにふるさと納税に付随する業務を委託により
実施し、市・ふるさと納税支援業務受託者・市内事業者の連携を強化しながら事業を推進しました。
・新たな使い道の追加や魅力ある返礼品の追加でメディア露出に成功しました。
・東京大学宇宙線研究所への寄附 実績額 11,500千円



■目的・概要

11.医療・介護・福祉人材確保プロジェクトの推進

■取り組み

現行制度一覧

「あんきな飛騨市」体制を持続するために必要不可欠な介護サービスの提供体制を維持
するため、医療・介護人材を安定的に確保していく必要があり、平成28年7月から県下、
全国に先駆けて、多種多様な人材確保対策を行っています。
地域包括ケア体制の基盤となる医療・介護サービスの提供体制の維持のため、事業所
の困りごとや、体制維持に必要な支援を伺い、取組制度へ盛り込み事業所が市と共に人
材確保を行える体制整備に対する支援を行っています。

【人材確保取組支援】
・ 有用介護機器等導入支援事業
・ 介護人材発掘支援事業（紹介による就業者確保支援）
・ 空き家社宅化支援事業
・ 介護の魅力発信支援事業（企業展、イベント出展）
・ 人材確保広告宣伝支援事業
・ 介護技術・知識等指導者雇用支援事業
【外部からの人材確保】
・ 専門職員U・Iターン奨励金事業（学卒、U・Iターン者）
・ 医療・介護専門職員賃貸住宅家賃補助事業
・ 外国人介護人材受入支援事業

EPA、技能実習生、介護福祉士候補留学生
・ 学生アルバイト実習奨励金事業
【地域内掘り起こし】
・ シニア介護事業所就職奨励金事業
・ 潜在看護師の現場復帰現場体験支援事業

年度
件数・金額

事業名

平成30年度 令和元年度 令和２年度

件数 金額 件数 金額 件数 金額

有用介護機器等導入支援事業 ３法人 388 １法人 658 １法人 329

介護事業所人材確保応援事業(空き家、人材発掘） ２件 370 １件 360 １件 360

医療・介護等専門職員U・Iターン奨励金事業 13名 850 １名 50 ８名 600

外国人介護人材受入支援事業（ＥＰＡ，技能実習生、留学） １件 130 ２件 241 ５件 911

シニア介護事業所就職奨励金事業 ２名 100 １名 50 １名 50

介護職員初任者研修（委託）事業 13名 1,786 10名 1,747 中止

介護に関する入門的研修（委託）事業 - - - - 19名 169

地域若手介護人材支援事業（サンビ校連携事業） １名 150 １名 150 ４名 1,320

特養等夜勤処遇改善臨時交付金事業 ※１ ３法人 5,474 ３法人 5,501 14施設 3,174

医療・介護総合人材バンク登録事業 ※２ - - 19名 180 11名 105

介護支援専門員確保対策事業 ※３ - - - - 5件 368

人材確保プロジェクト全体での決算額（主な実績以外も含） 9,149 9,394 9,145

■主な実績 （金額：千円）

有用介護機器の活用による工夫した介護の現場の創出、入門的研修における高校生の受講、連携協定による地域若手支援など、幅広い
施策を施したことにより、これらの補助事業を有効に活用して現場の改善、若者他人材の取り込みが行われました。また、４年前から地道に取り
組んできた外国人介護人材についても、技能実習、EPA、留学と様々な在留資格で12名の就業及び就業確約と一気に成果が出て、この先に
向け光がみえてきました。これらの施策を有効に活用し、事業所の人材確保の取組を継続して全面的にバックアップしてまいります。

連携協定校の講師が地元の高校生に授業（サンビレッジ国際医療福祉専門学校講師）▶

【資格取得支援】
・ 介護職員初任者研修（委託）事業
・ 介護に関する入門的研修（委託）事業
・ 介護福祉士実務者研修費用助成事業
・ ひとり親資格取得支援（初任者、実務者研修）
・ 地域若手介護人材育成支援事業（連携協定校）
・ 介護福祉士資格取得就学生家賃補助事業
・ 准看護師スキルアップ支援事業（看護師資格取得）
【学習環境支援】
・ 外部講師等による専門知識研修推進事業
・ 先進的現場での実施研修支援事業
【特別対策等】
・ 特養等夜勤者処遇改善臨時交付金事業
（令和2年度から特養枠を介護事業所へ広げて実施）※１
・ 医療・介護総合人材バンク登録事業（令和元年度から）※２
・ 介護支援専門員確保対策事業（令和2年度から）※３



■目的・概要

12.ひとり親家庭等応援プロジェクトの推進

■令和２年度取り組み

■主な実績

くらしを支える支援をしました

【ひとり親家庭への介護職資格取得支援事業】

・介護職の資格取得のため「介護福祉士実務者研修」や「介護
職員初任者研修」を受講希望される方に対する経済的支援と
して、受講料等の費用の助成を行います。

くらしの応援

まなびの応援

【育英基金給付型奨学金制度】

・H29年度新規貸付分から低所得者世帯を対象とした給
付型育英奨学金事業をスタートし、H30年度からは、償
還免除世帯に新たにひとり親家庭を追加しました。

勉学に励むための支援をしました

岐阜県が令和2年3月に策定した「岐阜県ひとり親家庭等自立促進計画」では、多くのひとり親家庭等が生活上に悩みを抱え
ており、それは生活費や仕事、子育て・教育など多岐にわたっていることが明らかとなりました。中でも母子家庭においては就業者の
うち約４割が「臨時・パート」と不安定な状況であることが分かったため、相談機能の充実や就業支援等の事業を展開しました。
また市では、平成29年度に実施した、ひとり親家庭世帯へのアンケート調査の結果、就労状況や住宅環境、教育環境など
様々な分野で支援を必要としている現状がわかりました。この結果に基づいて、くらし・しごと・まなびの視点から様々な事業を展開
し、子ども達が安心して暮らせる環境を作ります。

〇「ひとり親世帯臨時特別給付金」給付事業（令和２年度のみ 決算額 20,548千円）

〇ひとり親家庭への住宅支援事業（令和２年度 決算額 835千円）

〇「ひとり親家庭の子育てガイドブック」作成事業（ゼロ予算）

しごとの応援 しごとに役立つ支援をしました

【ひとり親家庭住宅支援事業】

・住宅家賃等の経済的負担を軽減し、ひとり親家庭の方が
安心して子育てができる環境を整えるため家賃補助を行いま
した。

・ひとり親家庭の保護者を対象に、「パソコン教室」受講者に対し受講料を助成し就労を支援しました。
市内事業者による「パソコン教室」受講者 受講者数：９名 （2月～ 延べ78回）
・「おやこでスイーツづくり」を開催しました。 2日間２会場 参加者数５世帯（12名）

・「特定公共賃貸住宅等家賃低減事業」利用者家賃低減 10世帯 に家賃の低減を行いました。
・「民間賃貸住宅家賃補助事業」利用者家賃補助 10世帯 に補助を行いました。

【ひとり親家庭の 「子育てガイドブック」 作成事業】

・ひとり親家庭に向けて、必要な情報を見やすくまとめた「ひとり
親家庭の子育てガイドブック」を作成しました。子育てに関係
する市の制度や手続きに関すること、イベントやサービスなどを
紹介しました。

【ひとり親家庭等応援事業】

・ひとり親家庭等の保護者を対象に、就職・就労支援施
策として市内の「パソコン教室」を受講希望された方へ、受
講料を助成し経済的な負担の軽減を図りました。

また令和２年度は、受講
日や受講時間を個人のニー
ズに合わせ、自分に合ったプ
ランを選択できるよう拡充し、
多くの方が受講していただけ
るよう体制を整備しました。

・ひとり親家庭に必要な情報を、見やすく集約した「ひとり親家庭の子育てガイドブック」を作成し、窓口等で配布しました。

・低所得者向け償還免除型貸付については、周知が進んだことで利用者は増加傾向にあり、
低所得者支援対策は効果が現れつつあります。新規貸付16件のうち、償還免除対象者13件（内、ひとり親家庭は3件）

〇ひとり親家庭への介護職資格取得支援事業

〇ひとり親家庭等応援事業（令和２年度 決算額 220千円）

〇育英基金給付型奨学金制度事業

・令和２年度実績はありませんでしたが、継続して事業を行います。
▲ 「ひとり親家庭の子育てガイドブック」

年度 決算額(千円)

H30 10,207

R1 10,829

R2 21,603

・国の政策により「新型コロナウイルス感染症」の支援措置として児童扶養手当受給資格者を対象に給付しました。
また公的年金等を受給しているひとり親世帯に対しても要件を満たせば交付申請の対象となることから、制度の周知
を図るため広報や市ホームページ、同報無線での広報に加え、個別に案内を送付しました。



■目的・概要

13.高齢者の生活支援

■取り組み

■主な実績

移動販売事業者への支援を拡充

【買い物弱者支援事業】
・事業者運行経費（年間1,000千円）

R2県補助金の創設分（年間上限400千円）を併
給可能になるよう市の補助内容を改変し、支援拡充。

・ 車輌更新時の購入費
（補助率1/2→2/3、上限1,000千円→2,000千円
にR2年度拡充）

【買い物弱者支援事業】

・歩行補助用具の選択制導入並びに使途の拡充をしました。
（①いきいき券、②トレッキングポール又は活動量計、③1本杖
の購入助成、④シルバーカー又はキャリーバックの購入助成）

平成29年度

平成31年度

【いきいき健康増進事業】

・いきいき券の使途拡充をしました。（粗大ごみ戸別収集、ス
キー場、訪問理美容）
・健康増進器具並びに外出支援器具の拡充をしました。（血
圧計、四点杖、歩行器）
・自ら運転免許を返納された方に対する追加交付について新
設しました。（返納から３年間に限り、毎年いきいき券を１冊
追加交付）

免許自主返納者への支援を新設

市は、少子高齢化・過疎化の進行に伴い一人暮らし
の高齢者、高齢者のみの世帯が増加しています。1985
年から2015年の30年間で、高齢単身世帯が約4倍の
1,046世帯、高齢夫婦世帯が約3倍の1,347世帯と
なっており、今後も増加することが予測されます。
高齢期になっても尊厳をもっていきいきと暮らし、要介
護状態となっても可能な限り住み慣れた地域で継続し
て生活できるよう、主に買い物支援、冬季間の雪対策、
外出支援・健康づくりの推進に取り組んでいます。

〇雪下ろし助成事業

年度 決算額(千円)

H30 22,680

R1 21,158

R2 41,586

〇いきいき健康増進事業

〇買い物弱者支援事業

平成30年度 いきいき健康増進事業を拡充

・雪下ろしサポートセンターとして、専用の対応窓口を（一社）吉城建設業協会に設置することで、独居の高齢者や高齢者のみの世帯等に
おける業者手配や作業実施における心配の軽減と簡易な補助金手続きが可能となり、冬季の安全安心な生活に寄与しました。
■決算額 H29:1,768千円（42世帯）、H30:819千円（17世帯）、H31:166千円（0世帯）、R2：4,097千円（99世帯）

・高齢者の健康増進や閉じこもり予防・外出促進のため、いきいき券を入浴施設、タクシーやバス、鍼
灸マッサージ利、宅配弁当等々での利用券として、また、外出支援器具や健康増進器具の配布して
きました。市民の健康意識の向上が感じられる利用となりました。
■決算額 H31:16,989千円（交付申請者:5,849名、交付率:69.1％、利用率:64.2％）

R２ :19,980千円（交付申請者:4,700名、交付率:55.7％、利用率:52.8％）

・移動販売車は全国的に、初期投資への支援はあるものの採算性が低く撤退事例も散見されて
います。当市では、事業継続支援として運行経費への補助や車輛購入や更新への補助も実施
し積極的な支援をし、大切な生活インフラとしてその運営を支えています。
■決算額 H31:4,003千円（4事業者：運行経費助成4件）

R２ :5,880千円（4事業者：運行経費助成4件、車両更新助成1件）

【買い物弱者支援事業】
・日用生活用品の宅配サービスを開始しました。（配達料金の
1/2、1回の配達につき上限500円）

令和２年度 高齢者お出かけ安心支援事業を創設

【安全運転支援】

【補聴器購入支援】

アクセルとブレーキの踏み間違い事故などを防止し安全なお出
かけを支援
・サポカー購入補助 1台10万円上限
・後付けの急発進抑制装置取付補助 １つ4万円上限

中等度の難聴者の補聴器購入を推進し、通いの場などへの参
加促進や道路歩行時等の安全確保を推進 4万円上限

〇高齢者お出かけ安心支援事業

・安全運転支援 9,740千円 （車両購入補助：122件 、後付け装置購入補助：22件）
・中等度難聴者補聴器購入補助 1,889千円、49件



市内で誕生した子どもの一生涯にわたる途切れのない支援に向けて、未就学児中心の療育体制を、学齢期・青年期・成人期の方
の相談にも対応できるよう、体制や機能強化を図りました。また、今まで手が届かなかった「生活のしづらさ」を持つ人の居場所づくりや、
より専門性の高い業務を遂行できるよう、先進的な支援に取り組んでいる専門家を招聘し、障がいを克服することではなく、できなかった
ことをできるように自らが立てた目標に支援者と共に訓練するという新しい支援方法にも取り組むことができました。

【平成30年度】
・保育所等訪問支援事業「たっち」を開始
・ふりーすぺーすの開所
・重症心身障がい者の就労支援プロジェクト
・心理検査のできる訪問支援員の配置

【令和元年度】
・リハビリ中心の放課後等デイサービス「きゃっち」を開設
・作業療法士、公認心理師、看護師、地域連携支援員の配置
【令和２年度】
・飛騨市基幹相談支援センターの開設準備
相談件数の増加と多様化に対応するため、相談支援の中核的な
役割を担う拠点となる「（仮称）飛騨市基幹相談支援センター」
の開設に向け総合相談窓口を設置
・療法士の派遣日数の拡充及び派遣職種を療法士だけでなく心理
職まで広げ、次の様な専門的な支援を実施
①学校への定期的巡回相談
②放課後等デイサービス「きゃっち」を読み書きの苦手さを克服する
ための支援へ変更し、支援方法や評価等を助言
③相談対象を成人まで拡大
④支援機関（福祉サービス事業所や学校等も含む）へのより支
援のしやすい環境調整を実施

■目的・概要

14.障がい児者の支援

■取り組み

■主な実績

障がい児者支援事業所の開業に
対する補助を新設しました

令和元年度

〇建物構造 木造２階建一部平屋鉄骨造
〇建物面積 805.93㎡（1F 533.58㎡ 2F 272.35㎡）
・放課後等デイサービスなかよしキッズ（飛騨市社会福祉協議会）
487.03㎡ 定員15名
・神岡ことばの教室（飛騨市）318.90㎡ 1日の利用定員10名
〇供用開始日 令和2年4月1日

複合児童施設を整備しました

健常者を前提につくられている社会の仕組みの中で、障がいのある人が地域で暮らし
ていくためには、多くの方々の理解と支援が必要です。障がいがあるという状態は誰もが
なりうるものであり、全ての市民が自らの問題として考えることが必要です。
一人ひとりの不安を一人だけの不安とせず、自分のこととして考えると共に市内で暮ら
し活動する人々がお互いに協力し、障がいのある人が活躍できるよう、様々な場におい
て合理的な配慮の提供が普通に行われるよう取り組む必要があります。
障がいや障がいのある人に対しての理解を深め、障がいのある人もない人も安心して
共に暮らせるまちづくりを進めるため、お互いの人権や尊厳を大切にし、尊重し合う共生
社会の実現を目指しています。

〇飛騨市生涯安心計画（令和３年度～令和５年度）の策定

〇発達支援センターの体制強化事業

〇障がい者支援事業所参入促進事業

平成29年度に策定した第１期生涯安心計画に基づき相談の受け入れ体制や福祉サービス事業所の拡充や連携の強化を図りまし
た。今回策定した第２期計画においては、第１期の計画に基づいて構築した体制を活用し、ワンストップの相談支援体制や地域で安
全・安心に生活できる体制を構築することによりまちづくりの土台を築くといった、前計画から継続性のある計画の中身となりました。

・放課後等デイサービス事業所が開設しました。（H30.4.1～）
・就労継続支援Ｂ型事業所が開設しました。（H30.8.1～）
・就労移行支援事業所が開設しました。（H30.10.1～）
・多機能型事業所（就労継続支援Ｂ型、就労移行支援）が開設しました。（H31.1.1～）
・多機能型事業所（放課後等デイサービス、保育所（学校）等訪問支援）が開設しました。（R02.7.1～）

発達支援センターの機能を拡充しました

▲多機能型障がい者支援センターを開設

令和２年度

〇建物構造 鉄骨平屋建 〇建物面積 612.28㎡
《ｻｰﾋﾞｽ内容》 生活介護（定員14名）・就労継続支援B型
（定員10名）・日中一時支援（定員10名）

〇供用開始日 令和３年４月１日スなかよしキッズ

〇障がい児者支援施設整備事業

・多機能型障がい者支援センターを整備しました。（供用開始 R3.4.1）

飛騨市内には、
が少なく、居住地によっては、通所にかかる時間や交通手段の
制約で希望するサービスが受けられない現状でした。そのため、
身近な地域へサービス事業所の参入を促進することによりサー
ビスを利用しやすくし、生活を充実することで、住みやすいまちと
なるよう取り組みを行っています。

等のライフステージに応じて途切れなく行われることが求められ
ています。特に、子どもの中には、進級や入学などにより環境が
変わり、戸惑ったり、不安が強く、中々なじめない場合もありま
す。子どもの不安を軽減する事業を開始し、子どもたちが
間と楽しく暮らせるような支援を提供する必要があるため、途
切れのない支援策の強化を図っています。

平成30年度

市内に事業所を設置する事業者に対し初期費用に対する助成
措置。（所要額の1/2以内、限度額有）

・施設賃借料、施設改修費、施設送迎車購入もしくはリース助成

多機能障がい者支援センターを
整備しました

年度 決算額(千円)

H30 6,288

R1 283,065

R2 242,864



■目的・概要

15.保育や子育て環境の充実

■取り組み

■主な実績

【病児・病後児保育の充実】
・社会福祉法人神東会での開設を決め、施設改修を行いま
した。

令和元年度

【子ども・子育て支援事業計画の策定】
・「飛騨市子ども・子育て支援事業計画（令和2年度～令和
6年度）」を策定しました。

子ども・子育て支援事業計画を
策定し子育てガイドブックを配布
しました

消費税増税による全世代への社会保障充実を目的に令和元年10月より始まっ
た「保育の無償化」により、当市の3～5歳児も保育料が無償となりました。
また、平成29年度より休園していた宮川保育園が再開し、5名の園児が通園し
ています。
子育て支援に関する情報誌「飛騨市子育てガイドブック」を、官民協働で作成し
子育て世代に配布しました。ガイドブックは電子書籍化することで、いつでもご覧い
ただけます。冊子はA5版化することでカバンに入れて持ち運びやすいよう改善を図り
ました。
また、天候を気にせず遊べる環境整備の手始めに、古川地区および神岡地区に
て子育て支援センターを遊び場として休日に開放しました。

〇病児・病後児保育事業

平成30年度
病児病後児保育（神岡地区）の
整備を行いました

・平成28年度からインフルエンザの流行時期も考慮し保育園児のみを対象として古川地区にてスタートしました。特に体調をくずしやすい未満児
の利用が多く、 保護者の就労支援に加えて、保育園においての感染拡大防止に繋がりました。

【入園・入学準備品支援事業】
・高等学校、高等専門学校などの対象品目を拡充することで、
制度を利用しやすくし子育て世代の経済的軽減を図りました。

【子育てガイドブックの作成】

〇入園・入学準備品支援事業

・子育て世代の経済的負担の軽減及び子育て環境の充実を図るため、アンケートのニーズ調査により入園
入学祝い金交付事業を見直し、平成29年度より事業開始しました。
・アンケートの回答で保護者が一番負担に感じ支援を要望されるものは、入学時に必要な制服や体操服
等の購入費用であったこと、また、高校への進学時にも支援を希望する声が多かったことから高校入学まで
を対象とし、平成30年度からは入学時の制服等や教科書等を対象とすることで一部拡充を行いました。

年度 決算額(千円)

H30 39,659

R1 41,215

R２ 40,746

・平成30年度に神岡地区では特別養護老人ホーム「たんぽぽ苑」内に小児科医の指導のもとで隣接する市民病院との連携を想定した施設改
修を行い、平成31年４月からの開所となりました。 利用実績人数 222人 事業費 17,235千円

・令和元年度 利用実績人数 324人 事業費 19,682千円
・令和２年度はコロナの影響により利用を控える方が多くなり利用者は大きく減少しました。今後も利用者へのPRと感染症対策を実施し、利用
増加を図ります。 利用実績人数 153人 事業費 19,882千円

▲病児・病後児施設「むーみん」の様子

令和2年度
全天候型子どもの遊び場を開設し
宮川保育園を再開園しました

【全天候型子どもの遊び場を開設】

・天候を気にしないで遊べる環境を整備するため、6月より施設利用の少
ない土曜・祝日にハートピア古川2F多目的ルームを開放しました。また、
9月から、第二日曜日に神岡子育て支援センターを開放しました。
但し、施設が乳幼児用のため、園児以上が利用できる遊具や使用でき
る日にちも限られることから、今後は「全天候型遊び場検討委員会」にて
協議しニーズを捉え常設の全天候型遊び場の整備を検討します。

【宮川保育園再開園】

・令和2年度事業費：488千円（※シルバー人材委託、保険料）

・平成29年度から３年間休園していた宮川保育園の再開園を行い、地
域住民や保護者からの要望に応える事ができました。

【保育の無償化】

・令和2年度事業費：7,630千円

【新型コロナウイルス感染症への対応】
・新型コロナウイルス感染症対策として市内全保育園や子育て支援センタ
ー等子育て関連施設において空気清浄機等の購入、遊具や設備の消
毒手洗い、健康チェックなどを行い、感染防止に努めました。

・官民協働で制作し、市内民間事業社より広告掲載にご協力
いただきカラーで見やすい子育てガイドブックを配布しました。

・令和元年10月より国の乳幼児教育・保育の無償化が開始
し、3歳以上児等の保育料無償対応を行いました。

・平成30年度 交付人数 716人（保140・小177・中192・高207） 事業費 22,424千円
・令和元年度 交付人数 702人（保152・小153・中175・高222） 事業費 21,533千円
・令和２年度 交付人数 666人（保133・小161・中178・高194） 事業費 20,864千円
今後も利用者のニーズを捉え、PRを実施し利用増加を図ります。



■目的・概要

16.市民の健康づくりの推進

■取り組み

■主な実績

平成30年度 次世代生活習慣病予防事業を開始をしました

飛騨市は、令和元年度の特定健診の受診率が67.5％で、全国の市で1位となるなど市民の健康に対する意識は非常に高い
一方で、寒冷地特有の塩を多く摂取する文化があり、高血圧者の割合が県内でも高いほうに位置し、脳や心臓、腎臓などの障害
を起こしやすい状況にあります。
市民一人ひとりが、セルフマネジメントの意識を高め、生活習慣の見直しやそれぞれのレベルに応じた健康づくりに踏み出すための
仕組みとして、インセンティブを付与した健康ポイント事業を実施するとともに、飛騨市の大きな課題である高血圧予防として、地域
でおいしく減塩を実践を目指し減塩食品を手に取りやすい食環境整備を促進します。また、全年代を通じた減塩指導を実施し、
生涯を通じた家族ぐるみの健康づくりを推進します。

〇減塩チャレンジプロジェクト実施数

平成29年度 健康ポイント事業を開始しました

〇まめとく健康ポイント事業

【まめとく健康ポイント事業継続】
【減塩チャレンジプロジェクト（次世代生活習慣病予防事業）】

・日本高血圧学会減塩オブザーバー野村義博氏を講師として招き、講演・試食会を開催しました。
【まめとく健康ポイント事業】
・15歳から19歳を新たに対象としました。

令和元年度
開催場所：古川町公民館
参加人数：100名

令和元年度 減塩フォーラムを開催しました

R1 R2

人数 受診率 人数 受診率

1歳６ヶ月健診 151人 100% 96人 100％

2歳児相談 145人 100% 119人 100％

3歳児健診 138人 100% 148人 100％

保育園年長者 170人 97.6% 153人 97.4％

中3健診 61人 42.4% 125人 60.1％

フレッシュ健診 129人 14.0% 150人 17.2％

〇減塩フォーラム 年度 決算額(千円)

H30 1,844

R1 2,346

R2 3,245

令和２年度 まめとく減塩協力店を募集しました

令和２年度
開催場所：河合町公民館
参加人数：50名

【まめとく減塩協力店】
・15店舗が登録されました。
・減塩協力店マップを作製をし、配布しました。
【減塩チャレンジプロジェクト継続】
・河合町で減塩フォーラムを開催しました。
・妊婦・乳幼児・中3・16歳～75歳まで、健診で尿中塩分を測定しました。

〇まめとく減塩協力店

令和２年度末
登録店舗数 15店舗

R1 R2

エントリー数 2,271人 2,975人

交換者数 1,606人 1,784人

内
訳

古川町商品券 970人 990人

神岡町商品券 376人 364人

障がい者施設授産品 207人 220人

寄付 53人 14人

さるぼぼコイン 196人



■目的・概要

17.自分と家族のための終活等の支援

■取り組み

■主な実績

ゼロ予算 おくやみワンストップ窓口の運営

市では、年間約400人の方がお亡くなりになられ、中には病気、交通事故等で突然亡くなられることも多く、いずれの場合も残さ
れた遺族は深い悲しみに包まれる中、市役所や金融機関、取引先等の様々な手続きに追われることとなります。こうした亡くなられ
た後のご遺族に寄り添った支援と、生前中に人生の終わりのための活動（終活）を促進するための支援の2本柱でこの制度を動
かしています。

委託事業 終活支援センターの運営も定着してきました

【終活支援センターの設置】
・ 市では、大切な家族を亡くされた市民に寄り添った様々な支援のできる体制整備
と、ご家族を想い生前からの終活を推進していくため、飛騨市社会福祉協議会に
運営を委託し、飛騨市終活支援センターを開設し1年を経過し、市民の間に定
着してきました。
・ センターでは、終活アドバイザーが相談者の心に寄り添いながら、葬儀やお墓、相
続、遺言、後見人制度、遺品処分などの相談に応じるほか、終活セミナーの開催
により「老い支度」のお手伝いをしています。
・ 運営委託先：社会福祉法人飛騨市社会福祉協議会（飛騨市古川町若宮
二丁目1番66号）
・ 開設日：令和元年10月1日

【おくやみワンストップ窓口の設置】
・ 市役所本庁舎１階に「おくやみワンストップ窓口」を設置し、死亡に伴う主な各種手続きをワンストップで行い、ご遺族に寄
り添ったサービスを行っています。
・ 開設場所：本庁舎１階（市民保健課）
・ 開設日：令和元年6月3日

〇終活支援センター主催講座の開催
・終活フェア
開催日：令和２年12月６日、参加企業：19社 参加者数：30名
終活時に関係の深い様々な業種の企業が一堂に集い、相談ブースを設け、様々な専門家と直接相談できる相談会や
終活を考えるワークショップ等を行いました。

・終活リレー講座
開催日：令和２年7月 全7講座 延べ191名受講 古川町公民館
開催日：令和３年2月 全6講座 延べ73名受講 神岡町ふれあいセンター

〇終活に関する通常時相談
・支援対象者（遺族）13件、支援対象者（本人）35件の相談がありました。
〇市広報誌への連載コラム掲載
・「そろそろ終活始めませんか」というコラムで毎号終活に関する情報を発信しました。
〇おくやみワンストップ窓口の設置
・ 市役所本庁舎、西庁舎等に点在している窓口を本庁舎１階市民保健課内「おくやみワンストップ窓口」に一本化することで市
民の利便性の向上に寄与しました。

年度 決算額(千円)

R1 2,264

R2 2,472

年間受け付けた終活相談に多かったのは財産に関することです。特に将来管理されない
見込みの不動産をどう処分していくか悩まれているケースが多かったのですが、その解決策
を明確に示すことができないものが多く、課題が浮かび上がりました。民間では金融や信
託等の市場で様々な解決手段の選択肢も増えてきています。センターとして様々な専門
家と実ケースの対応の中で解決策が明示できるようその対応力向上に努めていきます。



■取り組み

■主な実績

産後ケアの助成を開始しました

【産後ケア事業助成事業】
・ 家族からの支援が受けられない母や、体調不良・育児不
安がある母が医療機関等で産後ケア事業を受ける際の利
用料金の助成を行いました。

平成30年度

年度
決算額
(千円)

H30 142

R1 1,122

R2 2,394

18.産前産後ママサポプロジェクトの推進

■目的・概要

産後は、ホルモンバランスの変化や睡眠不足等により、身体的にも精神的にも負
担が大きくなります。また、核家族化など母と子をとりまく環境の変化から、妊娠・出
産、子育てに置いて孤立感や不安を感じる母親も増えています。「産後うつ」の出
現頻度は10％と言われており、早い時期からの心身両面へのサポートが必要です。
そこで、助産師など地域の方々と連携し、愛着形成に最も大切な時期である産
前産後の母子が、気軽に相談や交流ができる場所を開設し、孤立感や不安感を
解消できるための支援を行います。また、心身の休息が必要となる時に家族等から
の支援が得られにくい家庭に対し、託児や家事支援等のサポートを行い、安心して
子供を産み育てられる環境を整備しています。

ママサロン事業を神岡に拡大しました

【産前産後ママサロン事業の拡大】

・古川地区で実施していた『にこにこルームまるん』を『おでかけ
まるん』として神岡地区に拡大し、助産師会の運営による育
児相談や交流会を実施しました。

令和2年度

産前産後ママサポプロジェクトを開始
しました

【産前産後ママサロン事業】

・助産師会の運営による、妊娠から産後の母子を対象としたママ
サロン『にこにこルームまるん』を開設し、育児相談や交流会を実
施しました。

令和元年度

【赤ちゃん託児支援事業】

・ファミリーサポートセンター『スマイルキッズ』の一時託児の対象年
齢を拡大し、飛騨市助産師会の協力により生後6か月までの乳
児も託児の対象としました。

【子育て支援ヘルパー派遣事業】

・シルバー人材センターに委託し、生後6か月までの乳児を持つ
家庭を対象に、掃除や洗濯などの家事支援を行い、その利用料
の一部を支援しました。

（※H30年度決算額は産後ケア事業助成事業のみ）

★第9回 健康寿命をのばそう！アワード（母子保健分野）厚生労働大臣 優秀賞 自治体部門 受賞

赤ちゃん防災講座を開催し、赤ちゃん防災リーダーを
認定しました

・1部：防災士向け 2部：市民向け として、赤ちゃん防災講
座を開催しました。（講師：あんどうりす氏）

【赤ちゃん防災講座】

【防災協定の締結】

・岐阜県助産師会と飛騨市の防災協定を締結しました。

・防災士の資格を持つ専門職（助産師・看護師等）で、講座
の受講者を「赤ちゃん防災リーダー」として認定しました。

【赤ちゃん防災リーダーの認定】

【赤ちゃん防災パンフレットの配布】

・乳児を持つ母親へ、市で作成した赤ちゃん防災パンフレットを配
布しました。

平成30年度

宿泊型利用者 2名

訪問型利用者 2名（7回）

宿泊型利用者 1名 参加者数 113名（延べ652名）

訪問型利用者 8名（47回）

参加者数 90名（延べ647名）

参加者数 34名（延べ143名）
8名（65回）

宿泊型利用者 0名

利用人数6名（延べ26回） 利用人数4名（延べ37回）

1回あたり平均参加組数　7.9組

古川

古川

神岡

令和2年度

産前産後ママサロン事業

1,646千円

訪問型利用者

144千円

1回あたり平均参加組数　9.7組

1回あたり平均参加組数　9.8組

利用人数4名（延べ14回） 利用人数6名（延べ51回）

産後ケア事業助成事業 子育て支援ヘルパー派遣事業

平成30年度

令和元年度

（令和2年度）262千円 43千円

赤ちゃん託児支援事業



■目的・概要

19.官民協働によるごみ減量化運動の推進

■取り組み

■主な実績

飛騨市の家庭や事業所から排出されるごみの量は、人口減少に伴い多少の減少傾
向にありますが、更なる人口減少を見据え、焼却施設の長寿命化や焼却費用の削減
など、将来に向けた環境への負荷を低減させる新たな取り組みが必要です。
このことから、市民や企業等がごみの減量化への取り組みに参加しやすい環境づくりを
推進します。

〇企業と飛騨市ごみゼロパートナー宣言の実施

年度 決算額(千円)

R1 394

R2 297

〇飛騨市リサイクルポイント制度による衣類リサイクルの推進

〇「もったいないを無くす」飛騨市ごみゼロ月間の推進

・令和元年度登録事業者：２社 令和２年度登録事業者：５社 ごみゼロパートナーとして登録されました。

・令和元年度衣類回収量：5,398㎏（483人）
・令和２年度衣類回収量：26,522㎏（2,179人）※持ち込まれた衣類1㎏で1ポイント付与、10ポイントでごみ袋1冊と交換しました。

・リサイクルの授業を通じて小学生に食べ残しゼロの重要性を伝え、あわせて標語を作成。優秀作品を選考し、啓発用のポスター及びティッ
シュを作成。小学生によるキャラバン隊を結成し、市内飲食店等で啓発活動を行いました。

令和元年度

【企業と飛騨市ごみゼロパートナー宣言の実施】
・ごみ減量化に向けた取り組みを宣言する事業者を募集し認定を行いました。

官民協働によるごみ減量化運動を推進しました

【リサイクルポイント制度による衣類リサイクルの推進】
・「衣類」のリサイクルを推進するため、リサイクルポイント制による衣類回収を実施しました。

【「もったいないを無くす」飛騨市ごみゼロ月間の推進】
・食品廃棄物の減量化を推進するため、小学生が作成した標語で啓発活動を行いました。

【ぎふ食べきり運動への協力】
・協力店への登録促進のため、食べ残しに関する研修会を開催しました。

【食材使い切り料理教室「美味しく食べて、家計もエコ」】
・食品廃棄ゼロを目指し、普段捨ててしまう野菜の皮などを使った料理教室を開催しました。

〇「ぎふ食べきり運動」への協力

・「ぎふ食べきり運動」協力店の登録促進のため、飲食店組合を対象に研修会を開催しました。 4社の事業者が新規登録されました。

〇食材使い切り料理教室「美味しく食べて、家計もエコ」

・食品廃棄ゼロを目指し料理教室を開催しました。参加者：4組8名

令和２年度 官民協働によるごみ減量化運動を推進しました

【企業と飛騨市ごみゼロパートナー宣言の実施】
・ごみ減量化に向けた取り組みを宣言する事業者を募集し認定を行いました。

【リサイクルポイント制度による衣類リサイクルの推進】
・「衣類」のリサイクルを推進するため、リサイクルポイント制による衣類回収を実施しました。

【リユース（再利用）イベントの開催】

・使わなくなった子ども用品など、使えるけど使わないモノを市民から提供いただき、必要な方へ
無料で提供するイベントを開催した。

〇リユース（再利用）イベントの開催

・子ども服や子ども用品等のリユース品を市民から提供いただき、必要な方へ提供する「こどものモノ
リユースひろば」を開催しました。
来場者：約８０名
提供リユース品：服、かばん、おもちゃ、遊具、チャイルドシート、ベビーベッド、絵本、スキー用品など



■目的・概要

20.ごみリサイクル体制の強化

■取り組み

■主な実績

飛騨市の家庭や事業所から排出されるごみの量は、人口減少に伴い多少の減少傾
向にありますが、更なる人口減少を見据え、焼却施設の長寿命化や焼却費用の削減
など、将来に向けた環境への負荷を低減させる新たな取り組みが必要です。中でも、家
庭から出るごみの量を減らすためには、ごみの分別を進め、リサイクルしやすい環境を整
備することが重要です。
このことから、資源ごみの回収量を増やすため、市民の利便性向上に向けた様々な取
り組みを行います。

〇ごみの減量化の推進を図る「エコサポーター」の育成

年度 決算額(千円)

H30 190

R1 1,285

R2 3,161

〇お出かけリサイクルセンターによる資源ごみの収集

〇「いきいき券」を活用した大型ごみの戸別収集支援

・地域からごみ減量化及びリサイクル推進に取り組むエコサポーターを養成するため、養成講座を開講しエコサポーターとして認定しました。
令和元年度認定者数：2名 令和２年度認定者数：46名

・飛騨市役所、各振興事務所でお出かけリサイクルセンターを行いました。
令和元年度資源ごみ回収量：ペットボトル118㎏、缶36㎏、びん527㎏、家電797㎏、その他1,437㎏（実施日：8/25、11/24）
令和２年度資源ごみ回収量：ペットボトル61㎏、缶26㎏、びん303㎏、家電691㎏、その他447㎏（実施日：9/13、11/8）

令和元年度

【ごみの減量化の推進を図る「エコサポーター」の育成】
・地域のごみ減量化を推進する「エコサポーター」を認定しました。

ごみリサイクル体制を強化しました

【お出かけリサイクルセンターによる収集】
・各地域に出張して、資源ごみを回収し、ごみの相談やリサイクル情報等の掲示を行いました。

【「いきいき券」を活用した大型ごみの戸別収集支援】
・高齢者のごみ処理の支援を行うため、大型ごみの収集を収集業者に依頼した際の手数料に
ついて、「いきいき券」を利用できるようにしました。

【24時間資源回収ボックスの追加設置】

・市民の利便性向上を図るため、神岡町内にも24時間資源回収ボックスを設置しました。

〇24時間資源回収ボックスの追加設置
・河合振興事務所駐車場及び宮川町保健センター駐車場に24時間資源回収ボックスを設置しました。
令和２年5月22日から開始 回収量6,908㎏（内訳：河合3,862㎏ 宮川3,046㎏）

参考 古川設置分 R2回収量 42,973㎏ R1回収量 35,657kg H30回収量 10,754kg
神岡設置分 R2回収量 54,809㎏ R1回収量 16,057kg

・大型ごみの収集を収集業者に依頼した際の手数料について、「いきいき券」を利用できるようにしました。
令和元年度利用実績：８件 令和２年度利用実績：34件

令和２年度 ごみリサイクル体制を強化しました

【ごみの減量化の推進を図る「エコサポーター」の育成】
・養成講座を開催し地域のごみ減量化を推進する「エコサポーター」を認定しました。

【お出かけリサイクルセンターによる収集】
・各地域に出張して、資源ごみを回収し、ごみの相談やリサイクル情報等の掲示を行いました。

【24時間資源回収ボックスの追加設置】

・市民の利便性向上を図るため、河合町・宮川町内にも24時間資源回収ボックスを設置しま
した。



イベント
【飛騨市まるごと食堂】

地元の農産物に関心を持ってもらい、その美味しさを再認識してもらうことを目的として、市内の農業
生産者が丹精込めて育てた自慢の野菜の数々を、各店の個性あふれる様々なアレンジ料理で楽しめる
企画です。
令和2年度は期間限定で10月開催となりましたが、非常に好評でしたので、令和3年度は更に内容
を充実、農業生産者と飲食店の数を増やし、更に期間を延長して開催する予定です。

■目的・概要

21.食のまちづくりプロジェクトの推進

■取り組み

■主な実績

播種 ～種をまく～令和元年度

令和２年度 芽だし ～芽が出る～

豊富な広葉樹で生成されるミネラルをたっぷり含んだ水と、この地域特有の寒暖差の
大きい気象条件で育つ飛騨市の農産物は、甘味が強く味がしっかりしていると言われ、
古くからその地に根付き採種を繰り返してきた伝承作物をはじめ、米食味分析鑑定コ
ンクールで数々の金賞を受賞した飛騨米や、生活文化と共に継承されてきた寒干し大
根など、自慢できる食材がたくさん存在します。
飛騨市ではこうした食材のブランディングを進めていくほか、地域の子どもたちに飛騨市
産農産物の生産者の取り組みやその価値を伝えていく食育授業や、後世に伝えていく
べき作物の生産者の発掘などに取組みました。

実る ～実を結ぶ～

振興
【飛騨市伝承作物振興】
認定：新たに「大多和そば」「万波そば」を認定し、合計12品目へ。
活用：飛騨でしか食べられない農産物をPRするために認証制度を

活用して、市内13店舗を取扱店として認定しました。

【飛騨市産米ブランディング】
ふるさと兼業を活用し、おいしい飛騨
市産米の認知度向上、販路拡大に
向けた新たなプロジェクトを始動します。

【畑でクッキング体験🥕】

市内小学生以下のご家族を
対象に畑で採れたて野菜のクッ
キング体験を行いました。

【ふるさと学校給食】

今回は「経産牛」をテーマに飛
騨の食材の価値や農家さんの
こだわりについて学びました。

飛騨市まるごと食堂 新聞記事 ▶

【伝承作物認証制度】

伝承作物をPRし活用してい
くために生産者や取扱店の看
板表示制度を開始しました。

食育
【自然の力を体感～畑でクッキング体験～】
8月実施 市内の小さなお子様をお持ちのご家族総勢60名に参加
いただき、実際に土に触れる収穫体験、クッキング体験を通じ、とれたて
野菜のおいしさと自然の力、農業者のお仕事を体感して頂きました。

市内農業生産者と飲食店・旅館が連携して、期間限定の新メニュー
を提供する「飛騨市まるごと食堂」を実施。コロナ禍において消費が低
迷する中、地元の農産物に関心を持ってもらい、その美味しさを再認
識してもらおうと始まった企画です。期間中は大変多くの方に利用して
いただきました。今回マッチングできたのは、15生産者と20店舗でした。

【畑でクッキング体験🥕】

約30品目の野菜を見て触っ
て採って、野菜の生命力を肌で
実感。採れたて野菜を使って
クッキング体験をしました。

【伝承作物認証制度】

古くからその地域の食文化と
共に伝承されてきた作物を認
証し、活用していきます。令和2
年度は「大多和そば」と「万波そ
ば」を新たに認定。

農業生産者
×

飲食店・旅館
10月実施

年度 決算額(千円)

H30 6,196

R1 5,295

R2 4,226



■目的・概要

22.新規就農者の獲得と支援

■取り組み

■主な実績

～平成28年度から毎年実施している取組～

平成29年度

農業者の高齢化や後継者不足による担い手農業者及び兼業農家の農業離れ
は、飛騨トマトや飛騨牛といったブランド化を図り、一大産地として築き上げてきた
飛騨地域でも産地を維持するために深刻な問題となっています。
そこで、農業内外からチャレンジ精神をもつ新規就農者を確保するために、農業
初心者でも農業を一から学べる研修制度の充実を図り、全国の就農フェアへの出
展、就農支援サイトへの広告、就農面談や体験の実施等で新規就農者の確保
を行っています。また、就農後も安心して農業を行えるよう、県・JA・市が連携し、
就農希望時から就農後まで一体となったサポートを実施しています。

【農業体験の受入】

主に東京都、大阪府、愛
知県、岐阜市で行われる
就農フェアに出展しています。

【若手農家向け研修】

市内若手農家を対象として、農
家同士の交流、技術、知識の向
上を図るため、研修を行っています。

【飛騨市就農HP・パンフレット作成】

【『結』の実施】

全国で就農支援を行っている(株)マイ
ナビや(株)アグリメディアの就農支援サ
イトに記事を掲載しました。

【オンライン面談】

新型コロナウイルス感染の影響
を受け、オンラインでの面談や就
農フェアを実施しました。

就農支援サイト ▶

【認定新規就農者定期面談】

就農5年目までの認定新規就農
者に対し、毎年4回の定期面談を
行い、経営状況を確認しています。

★就農後の支援取組★新規就農者確保のための取組

【就農フェアへの出展】

就農や研修を希望する方に
対し、農業体験や農家との面
談を実施しています。

令和2年度

平成30年度～令和2年度

【就農支援サイトへの記事広告】

飛騨市の就農情報を周知するため、コン
セプトを合わせたHPとパンフレットを作成
し、全国に情報を発信しています。

関係者や周辺農家に協力を要
請し、令和3年4月から就農す
るトマト研修生のハウス建設を
行いました。

▶令和2年度『結』の様子
農家、関係者が16名集まり
ハウス建設を協力しました。
研修生も圃場準備がスムーズ
に進むだけでなく、周辺農家
との交流の場となりました。

◀令和元年度 『記事広告』
令和元年度から開始された
繁殖牛の研修施設の記事
広告を行いました。
研修施設の概要や研修生の
様子を掲載しています。

【研修生の受入実績】

年度
飛騨地域
トマト研修所

ひだキャトル
ステーション

農家研修
(トマト)

H28 2名(2名) － －

H29

3名(3名)

－ －

H30 － －

R１

4名(4名)
1名途中退所

1名 1名

R２
1名(1名)
途中退所

－

※（ ）内の数字は飛騨地域外からの移住者

【新規就農者の実績】

年度 トマト 畜産 その他

H28 3名 － －

H29 3名 1名 2名

H30 4名 － 1名

R１ 5名 1名 －

R２ 2名 1名 －

新規就農者、後継者を含みます

ゆい ゆい

平成28年度以降、12名の研修生を
受入れ、そのうち10名が飛騨地域外か
らの移住者になっています。
原則、研修期間は2年間、トマトの場
合は、トマト研修所及び市内先進農家
の元での研修を経て独立就農を、畜産
の場合はキャトルステーションでの研修を
経て、雇用就農または親元就農を目指
します。
新規就農者については、平成28年度
以降、23名の方が新たに農業を始めて
おり、独立就農はトマト14名、畜産2名、
その他(露地野菜)2名、親元就農(後
継者)はトマト3名、畜産1名、その他(ほ
うれんそう)1名となっています。

年度 決算額(千円)

H30 29,358

R1 22,276

R2 43,068



■目的・概要

23.飛騨牛生産基盤の強化

■取り組み

■主な実績

平成30年度

【研修・繁殖センター建設への支援】
・事業対象者（飛騨農協）に牛舎等建設・改修に係る経費、研修に必要な機械・機器の整備に係る経費の1/4以内を補助しました。
・研修生の飼養管理技術の向上のため、研修に必要な機械・機器の整備に係る経費の1/4以内を補助しました。
【規模拡大を図る畜産農家への支援】
・草地造成、牛舎・堆肥舎建設、機械導入に係る費用の一部を支援しました。
【センター運営主体の支援】
・飛騨市、飛騨農協、県による研修センター建設準備・運営委員会立上げ、運営主体となる法人設立を支援しました。
・研修生獲得のために各種農業フェアに参加し、飛騨牛研修・繁殖センターをPRしました。

研修施設の整備、素牛導入に向けた支援をしました。

飛騨地域の畜産業は、生産額で農業全体の39％を占める重要な産業です。
しかし、農家戸数・飼養頭数の減少、担い手・後継者不足により生産基盤の弱
体化が顕著となっており、とりわけ子牛の生産減少によって子牛価格の高騰が続き、
肥育農家の経営に支障が生じかねない事態となっています。
飛騨市においては、飼養頭数は増加しているものの、農家戸数が激減しており、
新規就農者、若手後継者の育成が急務の状態となっています。
このため、県、市、飛騨農協による「産官」地域内連携型として県内初となる、
「飛騨牛研修・繁殖センター」を整備し、新規就農者の育成と繁殖雌牛増頭によ
る、地域内生産体制の強化を図り、令和元年度から研修生サポート事業をスター
トさせ、2年目を迎えました。

〇飛騨牛研修施設建設事業

年度 決算額(千円)

H30 148,347

R１ 109,967

Ｒ2 28,743

〇繁殖雌牛保留・増頭支援事業

子牛供給体制の強化と人材確保を目的に研修センター施設建設を実施しました。飛騨市・飛騨農協・全農が出資した「株式会社
ひだキャトルステーション」を立上げ、第1期研修生の募集を行いました。
・施設改修工事 繁殖育成牛舎A棟、B棟 事業費 35,833千円 飛騨市補助金 5,000千円（1/4以内）
・機械・機器導入 農機具5台（フォークリフト、ホイルローダ、2tダンプ他、 分娩監視機器、発情管理機械、体重計）

事業費 24,294千円 飛騨市補助金 5,375千円（1/4以内）

・繁殖雌牛増頭支援事業 H30:1,400千円（7頭）,R1:15,400千円（77頭）,R2：1,200千円（6頭）
・飛騨牛雌牛保留対策事業 H30:6,600千円(22頭),R1:7,200千円（24頭）,R2：8, 397千円（28頭）

〇畜産担い手育成総合整備事業

〇強い畜産構造改革支援事業 （補助率:県:1/4～1/3,市1/6）

補助率 国：50％、市：10％、県：事務的経費の10％
H30:牛舎2棟,堆肥舎1棟,草地造成0.16ha,機械導入1台,牧場整備5.6ha 124,040千円
R1 :パドック・牧柵・井戸掘削,構内舗装（3牛舎),機械導入5台、草地造成0.19ha 79,113千円

令和元年度 公共牧場の再整備、導入事業、研修生募集へのPR、サポート事業に向け支援しました。

【研修生募集へのPR活動、研修生サポート事業への支援】
・パンフレットの作製、資格取得への支援、スマート農業機器導入を支援しました。
【公共牧場の整備】
・農家の負担軽減のため、森茂牧場の再整備を実施し、令和2年度リニューアルオープンに向け支援しました。

〇研修生サポート事業

R2:就農WEBサイト作成 1,253千円、ポスター作成 114千円、パンフ作成 141千円

令和２年度 飛騨市家畜診療所整備、伝染病対策、研修生募集に向けた支援をしました。

【家畜診療所整備、伝染病対策への支援】
・家畜疾病予防、診断、治療等農家支援を充実させ、特定疾病の全頭抗体検査を実施しました。
【研修生募集に向けた支援】
・就農WEBサイトを構築し、ポスター、パンフレットを作成しました。

R2:発情発見器、バルククーラー、ホイルローダ、マニュアスプレッダ 16,894千円
〇抗原抗体検査事業

R2:全頭抗体検査（1023頭） 431千円、PCR検査（436頭） 313千円



■目的・概要

24.広葉樹のまちづくりの推進

■取り組み

■主な実績

飛騨市広葉樹活用推進コンソーシアムの設立

【伐採前森林での検討会・伐採後の造材検討会の開催】

・ 川上（素材生産者）～川中（製材事業者）～川下（木工作家等）の関
係者が実際に伐採前の立木や伐採後の原木を前にして、広葉樹の高付加価値
化と活用推進について意見交換を行う現地検討会を開催。こうした情報共有の
機会を通じて川上～川下の各分野で新たな気づきが生まれ、これまでチップにしか
ならなかった小径材や曲がり材の活用促進にもつながっています。

令和元年度～

令和２年度

【小径広葉樹を活用する新たな仕組みづくり】

広葉樹活用現地検討会の開催

飛騨市の93.4％は森林であり、さらにその約７割を広葉樹が占めています。
飛騨市は、平成27年よりその広葉樹を地域の重要な資源と位置付け、「㈱
飛騨の森でクマは踊る」の設立をきっかけに平成27年度より、地域の新しい
経済循環の創出や市民の暮らしの質の向上のため、広葉樹を様々な分野
に活用する「広葉樹のまちづくり」に取り組んでいます。

【取り組みの２つの柱】
①広葉樹小径木の新しい価値の創造
小径木広葉樹に新しい価値を吹き込み、チップなどより高い価格で販売
②価値ある広葉樹を育てる
将来に向けて多様で価値ある広葉樹を育てる

〇広葉樹活用コンシェルジュの配置（令和2年度）

年度 決算額(千円)

H30 12,799

R1 18,631

R2 28,495

・コンソーシアムの円滑な運営と、小径広葉樹材の新たなサプライチェーン構築に必要な
各種企画調整、営業、実需者とのマッチング等の事業支援を行うため、地域おこし協力
隊制度を活用した新たな人材を配置しました。

・飛騨地域内で伐採される小径広葉樹材を地域内に留め、加工・販売することで
地域に新たな経済循環を創出するため、飛騨地域の関連事業者（素材生産、
製材、木材加工・販売、建築等）１６社と飛騨市で組織するコンソーシアムを設
立（R2.6.4）するとともに、小径広葉樹材を市内に保管するため、製材所隣接
地に流通拠点を新たに設置しました。

〇飛騨市・広葉樹のまちづくり学校の開校（令和2年度）

・持続可能な広葉樹林業を目指すにあたり、森づくりから流通、加工・販売、空間利用
に至るまで広葉樹が持つ可能性について学び、広葉樹のまちづくりの実践者を増やすこと
を目的とした人材育成プログラムを実施しました。広葉樹に特化した人材育成プログラム
を自治体レベルで実施するのは全国初となる取り組みです。

〇林業・木工技術者の育成を目的とした修学資金貸付制度の創設（令和2年度）

・中長期的な木材供給力の安定化と活用量の増加を目的に、岐阜県立森林文化アカデミーとの協定に
基づき、学生に対して市が独自の修学資金を貸付け、市内就職者にはその返還を免除する制度を創設
しました。

〇小径材の価値を高める新たな商品開発に向けた試験研究の実施（令和2年度）

・これまでチップしか用途がないと考えられていた小径広葉樹材の通直部分以外の曲がり部分や枝、樹皮
等を活用した新たな商品開発に必要な試験・研究・試作を実施しました。本事業では、これまで約1年を
要すると言われた広葉樹の乾燥期間を約3か月にまで短縮する乾燥技術も同時に開発され、今後の実
用化が期待されています。



映像作品全般を活用するため、ロケツーリズムの取り組みを継続。権利処理の重要性、ロケ受入の作法などを学び、今後のロケ誘致の強化を図
りました。また、飛騨市へのロケ誘致のための情報発信を強化するとともに、制作者を招請するなど認知度向上に取り組みました。
【平成30年度】
・複数作品を活用したロケ地マップの制作
・移住促進ドラマ「イジューは岐阜と」ロケ対応（1週間のロケ期間における地域内消費額約100万円）
【令和元年度】
・NHKドラマ「さくら」回顧展開催（H31.3.15～R1.8.31）
・広域でのロケ誘致に取り組む組織「ぎふロケツーリズム協議会」を設立。セミナー、先進地視察を実施。
【令和２年度】
・飛騨市を舞台及びロケ地としたドラマ（3件）CM他（37件）の誘致成功
・当年度撮影した複数作品を活用したロケ地マップの制作
・企業版ふるさと納税を活用した助成金制度創設
【毎年取り組み】
・ロケおもてなし隊WEBサイト新設及びFacebookによる情報発信（随時）
・制作者との商談会への参加
・制作者招請によるロケハンツアーの実施（H29～H30：1回、R1:２回、R2:４回）
・ロケツーリズムセミナーの実施（R2ぎふロケツーリズム協議会による実施）

■目的・概要

25.ロケツーリズムの推進

■取り組み

■主な実績

【ロケ誘致の積極的な取り組み】

・ 映像作品の誘致を強化するためWEBサイト新設及びふるさと納税を活用
した助成金制度を創設しました。
・新たなロケ誘致と認知度向上のため、制作者招聘のロケハンツアー及び
商談を実施しました。

広域で取り組めるよう協議会を設立しました

【広域的なロケツーリズムの推進】

・岐阜県内の自治体により広域的に「ロケツーリズム」に取り組むため『ぎふロ
ケツーリズム協議会』を設立し、研修や先進地視察を行いました。
・ロケ誘致のため制作者招聘のロケハンツアーや直接商談を実施しました。

令和２年度

令和元年度

【権利処理による二次利用とロケ誘致】

・行楽度向上のため過去の映像作品のロケ地マップ制作、NHKドラマ「さく
ら」の回顧展を実施しました。
・ロケ誘致のため制作者へ直接商談を行い飛騨市のPRを実施しました。

ロケツーリズムの取組みを強化しました

アニメ映画「君の名は。」を契機とし、アニメのみならず映画やドラマなど映像作品を
活用した“ロケツーリズム”に取り組み、東京圏周辺に集中するロケを飛騨市へ誘致
することで、地域内消費の促進、シビックプライドの醸成とともに飛騨市の認知度向
上を目指し、継続した情報発信を行い誘致促進を図ります。
また、全国ロケツーリズム協議会など、制作者サイドと強力なコネクションを有する組
織と連携することで、ロケ誘致につなげる活動を展開しています。

年度 決算額(千円)

H30 8,110

R1 4,824

R2 7,782

〇ロケツーリズム推進事業

平成30年度

ロケ誘致の仕組みを強化しました

▲映像制作者との商談の様子

▲映像制作者招請によるロケハンツアーの様子

▲飛騨市でのロケ風景



■目的・概要

26.飛騨みんなの博覧会の開催

■取り組み

■主な実績

年間を通じた随時提供により拡充しました

年間通じた随時開催を可能とし、季節に関わらず常時体験可能なメ
ニューについて、観光客や地元住民が楽しめるよう常設化し、新たな観
光コンテンツとしてPRしました。

本格開催2年を迎え、さらなる魅力の発掘を行うため、プログラム提供
者となる市民をさらに増やすとともに、開催時期を増やし秋44プログラム、
冬10プログラムを提供しました。

平成30年度

令和２年度

新たな魅力の掘り起こしとして、夏の開催を追加し、農業体験など自
然を生かした季節ならではの体験を造成。また、夏のみならず種撒きか
ら秋の収穫と農作業を季節を通して実施しました。

開催時期（夏）を拡充しました

魅力ある地域資源の掘り起こしや市民の活躍機会の創出を通じて
地域の活性化を図ることを目的に、平成29年度に取り組みをスタート
しました。
日本最大級の長良川温泉博覧会の仕組みを習い、市民自らがプロ
グラムの提供者となり、飛騨市にしかない地域の魅力を発掘・提供する
ことで、飛騨市にある魅力の再認識と観光客が楽しめるコンテンツとして
着地型観光の推進を図っています。

〇飛騨みんなの博覧会開催事業

年度 決算額(千円)

H30 3,950

R1 4,347

R2 4,516

令和元年度

開催時期（冬）を拡充しました

飛騨市内にある魅力を掘り起こし、体験プログラムとして飛騨みんなの博覧会を開催しました。
継続実施することで、プログラム数の増加及び参加者の増加も見られ、市民のみならず市外からの参加も徐々に伸びており、交流人口の増加、
認知度向上、着地型観光の推進、地域活性化が図られました。
【開催期間】
・平成30年度 （秋） 平成30年9月15日～10月28日 （冬） 平成31年1月15日～2月24日
・令和元年度 （夏） 令和元年5月31日～9月7日 （秋）令和元年9月7日～11月30日 （冬）令和2年1月12日～3月1日
・令和２年度 （年間）令和2年7月4日~3月19日 （秋）令和2年9月7日~11月29日 （冬）令和3年1月10日~2月28日

▲1日かけて山中和紙の製造を知るプログラム

▲新しい特産品「デコりんごあめ」を利用したプログラム
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■目的・概要

27.合宿や大会等の誘致推進

■取り組み

■主な実績

魅力的な市内特典を拡充しました平成30年度

令和２年度 安心して合宿できる環境を整えました

市では、冷涼な気候を活かした夏季のスポーツ大会・合宿のほか、年間を
通じた音楽合宿など、市内施設及び宿泊施設の利用促進を目的として、
大会等のコンベンション誘致に積極的に取り組んでいます。
引き続き全国から選んでもらえる地域を目指し、飛騨市の自然や地域資
源等の魅力を発信するとともに、補助制度の見直しによる利用促進、市内
宿泊施設への誘客、さらには市内交流人口の促進を目指します。

年度 決算額(千円)

H30 8,396

Ｒ1 7,545

Ｒ2 1,719

〇令和元年度の実績
【コンベンション補助】
件数 44件 補助総額 7,545千円 利用延べ人数 17,095人
うち入浴施設利用 実績件数 5件 補助総額 ８千円 利用延べ人数 79人
【誘致活動実績】
北陸３県及び愛知県の大学20校のほか大学オーケストラを訪問し、誘致活動を実施。
新たに大学研究室の合宿誘致につながりました。

令和元年度 文化系合宿への補助を拡充しました

〇平成30年度の実績
【コンベンション補助】
件数 51件 補助総額 8,368千円 利用延べ人数 18,050人
うち入浴施設利用 実績件数 10件 補助総額 2８千円 利用延べ人数 278人
【誘致活動実績】
岐阜・名古屋の７つの大学へ訪問し、誘致活動を実施。新たにスキー合宿などの誘客につながりました。

ラグビー大会の様子 ▶

飛騨市文化交流センター「スピリットガーデンホール」 ▶

〇令和２年度の実績
【コンベンション補助】
件数 11件 補助総額 1,718千円 利用延べ人数 2,459人
うち入浴施設利用 実績件数 1件 補助総額 １千円 利用延べ人数 13人
※新型コロナウイルスの影響に伴い大会等の縮小及び中止が相次ぎ減少となった

【新型コロナ感染対策の徹底による受入促進】
・市内宿泊施設の新型コロナウイルス感染症対策の徹底した取り
組みにより、コロナ禍でも安心して合宿が行える環境を整えるととも
に、飛騨市あんしんの宿応援事業補助金の適用により誘客促進に
取り組みました。

【誘致活動】
・北陸地区、東海地区の大学へ誘致訪問をしました。
・大学オーケストラの指揮者へ誘致訪問をしました。

【誘致活動】
・東海地区の音楽大学へ誘致訪問をしました。
・大学生向けのチラシを作成するとともに広告による発信を実施。

【入浴券の補助を開始】
・市内入浴施設を利用した場合、100円割引を開始しました。
・当該補助金を継続使用した場合、市内飲食に利用でき割引券
を配布を配布します。
継続年数：５年間→５千円分、10年間→10千円

【機材運搬用車両に係る補助を開始】
・文化系合宿などで利用するコンサート機材運搬に係る車両経
費の補助を開始し、さらなる文化系団体の誘致を図りました。



■目的・概要

28.産業の人材確保対策

■取り組み

■主な実績

【就職情報発信事業】

平成28年度

市内の労働力不足は近年深刻化しており、常時約250人の人材不足が生じてい
ます。その解決には、各事業所における人材確保力強化が必要です。
このことから、自社の魅力を再発見・再認識し、どのように外へ発信していくかといった
セミナーなどの機会を提供し、企業の情報発信力の強化に努めてきたところです。
令和2年度は、DX（デジタルトランスフォーメ―ション）に特化した内容のセミナー
及び個別相談会をオンラインメインで開催しました。
また、市内事業者が抱える労務管理に関する相談や、国の補助金等の手続きに
関する相談に応じるべく、市内在住の社会保険労務士と委託契約を行い、市内2か
所で期間限定の無料相談会を開催しました。

年度 決算額(千円)

H30 4,294

R1 5,589

R2 6,037

平成29年度～令和元年度

・ 高校生に手に取ってもらいやすい就職情報誌を制作しました。
・ 企業紹介サイト「企業ステーションHida」をリニューアルしました。

・ 外国人技能実習生交流会を開催しました。
・ 外国人技能実習生雇用通訳支援補助事業を創設しました。

【外国人技能実習生雇用支援事業】
・外国人技能実習生面接旅費等補助事業、外国人技能実習
生のための空き家等の社宅化利用補助事業を創設しました。

・市内に就職している外国人からの要請により、地域のルールや
飛騨の生活文化など様々な相談に応じる「外国人技能実習生等
業務支援員」を任命しました。

▲社会保険労務士による無料相談会の様子

◀
日
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語
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習
と
飛
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生
活

文
化
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〇企業就職情報発信事業
若年層における情報認識度は高いとは言えないため、特に高校生を対象とした市内企業就職情報誌を作成し飛騨市及び高山市内各高校
へ配布するとともに、既存市内企業紹介サイト「企業ステーションHida]をリニューアルして内容の充実を図りました。
・高校生向け就職情報誌「ANKININARU」の制作（H28 500冊、H29 600冊、H30～R2 各1,000冊）
・「企業ステーションHida」サイトリニューアル（H28）（Ｒ1）(R2)

〇外国人技能実習生雇用支援事業

市内事業者の外国人材雇用を支援し、実習生等が安心して働ける環境整備を目的に以下の取り組みを実施しました。
・日本語学習と飛騨の生活文化教室（H29～） H29:4回、H30:3回、R01実施なし、R02:7回
・外国人材交流事業（H29～） H29:32名（うち外国人材18名）、H30:31名（うち外国人材13名）

R01:39名（うち外国人材21名）、R02:21名（うち外国人材14名）
・外国人技能実習生等雇用通訳支援事業（H29～) H29:3件、H30:15件、R01:7件、R02:2件
・外国人技能実習生等面接旅費等補助事業（H30～) H30:3件、R01:4件、R02:0件
・外国人技能実習生等の空き家等社宅化利用支援事業（H30～）H30:2件、R01:4件、R02:5件
・外国人技能実習生等就職奨励金（R01～）R01:39件 R02:19件
・外国人技能実習生等業務支援員の派遣（R01～）R01:7件 R02:2件

〇企業の魅力情報発信事業

地域外からの採用力強化を目指し、自社の魅力の発見と認識、情報発信力の強化を図りました。
・情報発信力強化対策セミナー 4回開催 延べ60名参加（H30) 4回開催 延べ50名参加（R01）
・DXオンラインセミナー 5回開催 延べ70名参加（R02） DX個別相談会開催（５社限定）

令和２年度

【企業の魅力発信事業】
・ 地元就職について家族で話し合ってもらえるよう、市内2箇所で
保護者や地域の方を対象としたセミナーを開催しました。

【企業の魅力発信事業】
・今年度はDX（デジタルトランスフォーメーション）に特化し、オンライン
メインでセミナーを開催しました。

【外国人技能実習生雇用支援事業】
・外国人を雇用する事業所からの要請により、日本人講師による
日本語学習と飛騨の生活文化教室を開催しました。

【ビジネスサポートセンター実施事業】
・労務管理や国の補助金に関する相談に応じるため、市内事業者
向けに社会保険労務士による無料相談会を開催しました。

〇ビジネスサポートセンター実施事業

コロナ禍における事業者が抱える労務管理等の問題に対応するため、期間限定で社会保険労務士による無料相談会を開催しました。 R02:5件



■目的・概要

29.ものづくり事業者の育成支援

■取り組み

■主な実績

飛騨市内には、優れた伝統工芸品や郷土工芸品、あるいは加工食品や
地酒等が多数生産販売されていますが、市外へその魅力が十分に伝わって
いないため、販売、消費につながっていない現状があります。
今後の市内ものづくり事業者が勝ち残っていくためには、地域内人口が減
少する中、いかに地域外から外貨を獲得していくのかが大きなカギとなってい
ます。
そのために、ものづくり事業者の意識改革と経営力向上を図るとともに、商
品等のパッケージやデザイン力を強化し、商品の見せ方や演出により商品の
ブラッシュアップを行い、商品単価を上げても売れる商品づくりを目指します。

年度 決算額(千円)

H30 1,998

R1 3,234

R2 3,850

令和２年度 他事業等とのコラボを推進しました

【横の連携を活かした商品開発の推進】

・ 新規参加事業者を募りつつ、個別訪問、現状視察、ヒアリングを
重ねました。
・ 参加事業者間、また他課の事業との連携を推進し、飛騨市として
特徴ある新商品の開発を支援しました。
・ 東京六本木の富裕層が多く集まる「THE COVER NIPPON」に
おいての実証販売を継続実施しました。

平成３０年の開始からの事業スタイルである参加事業者を個別訪問し、面談とアドバイス
をしながら進捗管理を実施しました。
コロナ感染拡大の合間の9月には参加事業者による中間発表会を開催しました。お互い
の進捗や成果を報告し合う中で、事業者間のコラボアイデアが生まれ、早速商品となって店
頭販売が実現しただけでなく、すぐに人気商品となった事例もできました。
また、新規参加事業者が初めて商品を開発し、早速ネット販売に参加し、ふるさと納税返
礼品事業者となるなど開発から販売まで一連を進めることができたという事例もありました。
今年度はコロナ禍の中でしたが、１７の商品と、１３の取り組みを行い、この事業を開

始した平成３０年からこれまでに１８の事業者が９５の商品造成に挑み、うち６８の商
品が実際に店頭に並びました。
・参加事業者 ２２社に対する個別・リモート面談及び商品力向上アドバイス
令和２年７月６日・7日、９月２日・３日、９月28日・29日、30日、10月21日・22
日、11月９日・10日
・東京中心部における実証販売（事業者参加はコロナのため見送り）
令和３年２月８日～３月5日

〇ものづくり事業者育成支援事業

薬草メナモミ味噌煎餅２種類と地元農家のトマト入り味噌煎餅
井之広製菓舗

▲事業者訪問と新商品開発アドバイスの様子

▲参加事業者中間報告会の様子

▲事業による開発新商品の一例令和元年度

【新商品の開発・現状把握・マーケティングの実施】

新商品の開発を支援しました

・ 新規に参加事業者を募り、既存、新規それぞれ個別訪問、現状
視察、ヒアリングを行いました。
・ 個別に商品開発やデザイン等のアドバイスを行い新商品の開発を
支援しました。
・ 前年度に引き続き東京の「THE COVER NIPPON」において実
証販売やワークショップを実施しました。



■目的・概要

30.住環境の整備支援

■取り組み

■主な実績

平成29年度まで人口減少対策の一環として、転入世帯、若年世帯及び三世代同居
世帯を中心に住宅取得支援を実施してきました。
平成30年度からこれまでの住宅取得支援要件を緩和し、市内で住宅を新築・購入さ
れる全ての方が助成を受けられる制度へと拡充し、移住促進住宅改修等の住宅取得に
係る様々な補助制度を統合することで、利用しやすいよう窓口を一本化しました。
また、他地域と比べて飛騨市では持家の割合が高い一方で、老朽化した住宅が多いこ
とから、あんきで暮らしやすい住まいづくりを推進するため、市内に居住している個人住宅の
リフォームを支援しています。

〇景観建築物等整備事業補助事業

年度 決算額(千円)

H30 48,015

R1 53,723

R2 225,713

〇住宅建設等促進助成事業

・建築物等の外観を周囲の伝統様式を基調
とした景観づくりに貢献する建築行為に対して
助成金を交付。
H28 100千円（ １件）
H29 1,279千円（ ４件）
H30 0千円（ ０件）
R1 400千円（ １件）
R2 751千円（ ２件）

〇住宅新築・購入支援助成事業

・若年層を含む定住促進と市外からの転入
誘導を目的として、住宅の新築・購入者に
対し助成金を交付。
H28 21,100千円（４３件）
H29 25,000千円（４４件）
H30 28,266千円（５１件）
R1 28,970千円（６２件）
R2 43,963千円（７３件）

・人口減少の緩和及び定住促進を図るため
に、市内で住宅を建設・購入した方に対し、
固定資産相当分（３年間）の助成を交付。
H28 2,014千円（２９件）
H29 972千円（１２件）
H30 283千円（ ４件）
R1 67千円（ １件）
R2 66千円（ １件）

平成29年度 様々な住宅取得支援を行いました

・住宅新築・購入支援助成金：転入世帯・若年世帯・三世代等同居世帯を対象とした補助制度
・住宅建設等促進助成金：他市町村からの転入、市内に住宅を有していない方を対象とした補助制度
・移住促進住宅改修事業補助金：移住者が空き家を取得し、改修する場合の補助制度

〇住宅性能向上リフォーム補助事業

・市民が安心して快適に暮らせる居住環
境の向上を目的として、住宅性能が向上
するリフォームに対して補助金を交付。
H30 19,466千円（115件）
R1 24,286千円（133件）

▲施工例（断熱材の充填）

〇緊急経済対策住宅リフォーム補助事業

・新型コロナウイルス感染症の影響により停滞した
市内需要喚起による事業者への支援を目的とし
て、住宅リフォームに対して補助金を交付。
R2 179,242千円（819件）

【住宅新築・購入支援助成事業】

・市内に定住を目的とする全世帯に対象者を拡充しました。
・移住促進住宅改修事業と制度を統合し、移住者が住宅購入と併せて改修を行う場合、最大100万円の加算補助が受けられる空家購
入～改修までの一体的支援を拡充しました。

【住宅性能向上リフォーム補助事業】

・市内の住宅関連産業を中心とした市内経済の活性化を図ると共に、市民が安心して快適に暮らせる居住環境の向上を目的とし、持ち家
住宅を性能向上するためのリフォーム工事を行う方に対し補助金を交付しました。旧リフォーム制度の利用者でも補助する制度を創設しました。

平成30年度 新築・購入助成金を一本化し、要件を緩和した制度に拡充しました

令和元年度 継続して各種制度の周知を図りました

令和２年度 緊急経済対策として停滞した市内の住宅関連業者への支援を図りました

【緊急経済対策住宅リフォーム補助事業】

・新型コロナウイルス感染症の影響により停滞した市内需要喚起による事業者への支援を目的とし、現行の「住宅性能向上リフォーム補助
金」の要件緩和や補助率等を大幅拡大し、コロナ禍における１年度限りの補助制度へ拡充しました。



■目的・概要

31.ふるさと教育の推進

■取り組み

■主な実績

令和２年度

古川小 未来の創り手を育てる「古川やんちゃ学」
古川西小 本物体験から学び、働きかける「ふるさとづくり」
河合小 自然や芸能文化を探求する「SOUZOU学」
宮川小 ふるさとの宝発見「宮川っ子体験活動」
神岡小 地域のマンパワーを活かす「ふるさとを学ぶ学習」
古川中 地元のプロによる職業講座を活かした「キャリア教育」
神岡中 未来を考える力を育む「ふるさと探Q活動」
山之村小中 「ふるさと」から学び、「ふるさと」に伝える

校区外での活動の広がり等

子ども達のふるさと飛騨市における様々な活動（体験・参加・貢献
活動等）を通じて、郷土に生きる人々の思いや生き方、その価値を
学び、ふるさとを愛する心を育む教育を実現するために、各小中学校
の学校経営方針に基づき、地域や学校の特色を活かして地域に根ざ
した「ふるさと教育」を推進しています。

〇ふるさと教育推進事業

飛騨市学園構想のプロジェクトの一つである「コミュニティ・スクールの充実」により、各校の活動が、地域との連携・協働を活かして進めてい
ます。特に、地域の教育資源「ひと もの こと」を整備し、カリキュラムに位置付け、ふるさとのよさを再発見する取り組みが多く行われており、
報告・発表（アウトプット）の方法にも各校独自の工夫が見られました。

年度 決算額(千円)

H30 4,428

R１ 4,184

R２ 3,052

令和元年度

・令和２年度メディア掲載実績
古川小学校 住民がふるさと学習橋渡し（アドバイザー制）岐阜新聞 令和2年7月12日
古川西学校 地域住民のサポート（学校運営協議会） 岐阜新聞 令和2年9月3日
河合小学校 卒業証書の山中和紙作り 中日新聞 令和3年2月3日
宮川小学校 記録更新を目標に 宮川マラソン 飛騨市民新聞 令和2年12月5日
神岡小学校 幽玄「飛騨能」児童に継承 岐阜新聞 令和2年10月8日
古川中学校 防災シミュレーション「風水害24」挑戦 岐阜新聞 令和３年３月20日
神岡中学校 神岡中生徒ら町内を駆ける 中日新聞 令和2年11月15日

・「岐阜県ふるさと教育表彰」受賞
令和元年度 郷土愛あふれる学校賞 (優秀賞を通算5回受賞)：宮川小学校

優秀賞：市内全小中学校
令和２年度 優秀賞：市内全小中学校

古川小 古川町での白川郷学園との交流
古川西小 カミオカラボ、史跡江馬氏館跡見学
河合小 飛騨かわいいなか～にばる2019での発表
宮川小 職場体験学習 (２日間)
神岡小 古川まつり会館、匠文化会館体験
古川中 地域社会人職業講話、ふるさと版画作品
神岡中 地元企業体験ワークショップ、演劇教室
山之村小中 船津座公演 （各校活動例）

地域と学校の協働活動の推進



■目的・概要

32.山城の発掘調査と保存活用

■取り組み

■主な実績

【姉小路氏調査指導委員会】
・ 国指定を目標に、遺構配置・石垣測量・文献史料調査・歴史地理調査・発掘調査を
実施し、その客観性を担保するため専門委員会による指導を受けしました。

平成29年度～令和元年度

令和２年度

・史跡＆名勝の保存活用計画書に基づき、さらなる保存管理と活用事業を行いました。
・傘松城跡（現：県指定）において、倒木被害に伴う発掘調査を実施しました。

江馬氏の傘松城跡、姉小路氏の古川城跡で発掘調査。

江馬氏（神岡町）の城館群については、既に国史跡である上、平成29年10
月に文科省より「江馬氏館跡庭園」が名勝指定を受けました。名勝の指定は飛
騨地域では初であり、（県内では７件目）史跡・名勝の２重指定は県内初とな
ります。今後は関連性が高いとされる県史跡「傘松城跡」の国指定の追加指定を
目指しており、更なる歴史的価値付けの向上を図ります。一方、姉小路氏関連
（古川町）の山城は、文化庁の中世城館遺跡検討委員会ならびに考古学専
門の中井 均教授の現地確認により、群として国史跡レベルの価値があると高く評
価されており、令和４年を目途に国指定史跡の申請を目指します。
この２つの山城群の誇りうる史跡を個性豊かな地域づくりの核として保存活用し、
その活動を通じて歴史愛好家等を広く呼び込むことで地域振興を図ります。

〇埋蔵文化財発掘調査等事業（平成30年度～令和２年度）

【江馬氏城館跡整備委員会】
・ 史跡の保存管理・整備活用計画の策定するにあたり、委員会で基本理念ならびに基本
方針を確認しました。
・ 関連の傘松城跡(県史跡)を国史跡に追加指定する方針を確認しています。

・令和元年度までに、姉小路氏関連の5つの山城、古川城跡・小島城跡・向小島城跡・野口城跡・
小鷹利城跡で発掘調査を実施してきました。古川城跡・小鷹利城跡での礎石建物や、小島城跡
の石垣などからは、非常に残りがよく、飛騨の中世を物語る上で欠かせない遺跡群との評価を得てい
ました。令和2年度には、古川城跡で年代確定等のために再調査を実施し、古川城跡には4面の生
活面があると分かり、姉小路氏－三木氏－金森氏と領主が変遷する中で使われ続けていたと判明
しました。また、古川城跡・小島城跡において石垣測量を実施しました。
・傘松城跡において、倒木被害に伴う発掘調査を実施しました。倒木が激しかったものの、遺構はよく
残存する状況が明らかとなり、江馬氏の山城として欠かせないものと判明しました。

【姉小路氏調査指導委員会】

【江馬氏城館跡整備委員会】

・発掘調査は最終年度として古川城跡において実施しました。礎石建物が2時期にわたる
こと、虎口の石垣に巨石を用いることなど、重要な調査知見を得ました。また、石垣測量や
文献調査、歴史地理調査を実施しました。
・岐阜県発掘調査報告会での発表、専門家の講演会などを通じ、広く成果を周知しました。

〇江馬氏館跡整備活用事業（平成29～令和２年度）
・墨書土師器皿のレプリカ作成及び市の文化財指定申請、発掘調査・高原諏訪城跡の遺構配置をまとめた『江馬氏城館跡7・江馬氏殿遺
跡』の発刊などの保存事業、傘松城跡の復元イラスト、下館の調査と整備をまとめたPR動画、ノベルティによる集客アップなどの活用事業を
行い ました。このように文化財の本質的価値の普及浸透に努めています。
国指定を目指す傘松城跡においては、指定申請範囲の指導を文化庁から受け、確定させることができました。

〇姉小路氏関連城館群（山城跡）整備活用事業（平成29～令和２年度）

・姉小路氏城館群の国史跡指定を目指し、縄張り図を作成した遺構配置の検討、石垣測量により積み方の検討、文献収集による姉小
路氏の成立と変遷の検討、歴史地理調査による山城と町場形成のかかわりの検討、発掘調査による山城変遷の検討を実施した。これ
らの調査から得た知見を総合的に検証しています。

・発掘調査の現地説明会やホームページ・SNS等で調査情報をタイムリーに発信しました。

▲江馬氏館跡整備委員会の様子

▲姉小路氏調査指導委員会の現場指導の様子

▲江馬氏委員会での現場指導の様子

年度 決算額(千円)

H30 30,310

R１ 10,877

R２ 17,364



■目的・概要

33.文化・芸術・文学等の掘り起こしと活用

■取り組み

■主な実績

令和２年度

・平成31年度に荒垣秀雄氏の生家跡に「石碑」を建立したことを契機に、氏の偉大な功績がいつまでも語り継がれ、次代を担う子供たちに
繋ぐことを目的に顕彰作文コンクールを開催しています。

自慢の歴史・文化・文学を発掘し市民と共有します

文化芸術は、人々に感動や生きる喜びをもたらして人生を豊かにするものであると
ともに、社会全体を活性化する上で大きな力や誇りとなるもので、その果たす役割は
重要です。
飛騨市にゆかりのある作家の作品や、飛騨市が舞台となっている芸術文学作品
など、飛騨市にゆかりのある芸術・文学作品は数多くありますが、市民の皆様にはま
だまだ知られていない作品が存在します。このような作品に光を当て、市民はもとより
観光客等にも広く鑑賞していただき、飛騨市の良さやふるさとに誇りを感じてもらうこ
とを目的として実施します。単に作品を観るだけに終わるのではなく、学びや関心・
知識を習得する機会提供を通じ、飛騨市の文化振興を推進しています。

【荒垣秀雄氏の功績顕彰事業（作文コンクールの開催）】

〇荒垣秀雄顕彰作文コンクール （令和２年度）

・全国に向けて「家族」をテーマにした作文コンクールを募集したところ、49作品の応募が
ありました。若者の活字離れが懸念される中、作文を書くことを通じ、自分の考えを文章
にすることで、豊かな想像力や書く力を育む機会を創出しました。

【「飛騨の糸引工女」の史実調査・研究事業】

・平成30年度から専門調査員を雇用し、明治期の日本の産業近代化の礎として岡谷の製紙産業に貢献した「飛騨の工女」の調査・研究
を３年かけて行い、「飛騨の糸引き工女調査報告書」を刊行しました。

・平成30年度から行ってきた「飛騨の工女」の調査・研究の集大成として、「飛騨の糸
引き工女調査報告書」を刊行しました。

〇飛騨の糸引き工女調査報告書を刊行（令和２年度）

【飛騨市ゆかりの郷土作家作品展の開催】

・飛騨市にゆかりのある作家の作品や、飛騨市が舞台となっている芸術文学作品など、飛騨市にゆかりのある芸術・文学作品は数多くありま
すが、市民の皆様にはまだまだ知られていない作品があるため、飛騨市美術館に展示し、ふるさとの誇りを高めていただくとともに、作品のもつ
魅力をPRしました。
飛騨の洋画界先導者 徳永富士子展／山中和紙で魅せる風景写真/生涯、飛騨の風土・心を描き続ける洋画家 小枝利汎展

▲荒垣秀雄顕彰作文コンクール表彰式

〇宮川・高原川の伝統漁法・魚食文化展を開催（令和２年度）

・宮川、高原川には、ダムが建設される昭和中期まで、サクラマスやサケ、大きなアユが
遡上しており、それらの魚を採るために河川集落ごとに存在していた漁具漁法について掘
り起こし、飛騨みやがわ考古民俗館に数多く収蔵されている漁具80点と宮川、高原川
沿いの集落での聞き取りの際に発見した漁具等20点に加え、国立民俗学博物館の所
蔵品2点を展示しました。かつての飛騨地域の川と人の営みを次世代へとつなぐ貴重な
機会となりました。

年度 決算額(千円)

H30 3,919

R１ 2,187

R２ 1,995



■目的・概要

34.飛騨みやがわ考古民俗館の活用推進

■取り組み

■主な実績

【石棒クラブによる活動】
・塩屋金清神社遺跡で出土した石棒類1,074本を撮影し、ほぼ毎日1点ずInstagram
（#石棒クラブ）で公開しています。画像撮影には誰でも参加することができ、資料の取
り扱いについて、学芸員が説明した上で作業を行いました。

令和元年度

令和２年度

・飛騨市歴史文化調査室報、日本考古学協会、文化庁発表、季刊考古学、発
信する博物館など、学会と専門書籍等において発表しました。

文化庁での発表・全国でも先駆けのオンラインイベント

飛騨みやがわ考古民俗館は、宮川周辺から収集した民俗資料3万点、町内の発掘調査で
出土した考古資料5万点を収蔵展示する資料館です。民俗資料は豪雪地域での生活の知
恵の結晶とも言え、2,800点が「宮川及び周辺地域の積雪期用具」として国重要有形民俗
文化財に指定されています。考古資料は旧石器から縄文時代の遺物が当地域の特徴をよく
あらわすとして、4件1,842点が岐阜県重要文化財に指定されています。これらに代表される
民具や出土品は、将来に伝えるべき文化遺産として適切に保存管理されてきました。
他方、合併後の中心市街地より30㎞ほど離れた当館では、僻地の集客力がない資料館と
いう本来の役割とは別の課題に直面していました。このため、市内外に当館のファンを増やすこ
とで飛騨みやがわ考古民俗館、ひいては飛騨市が存続する姿を模索する活動を開始しました。

令和２年度

【本質的価値を公開する活動】

・国際博物館会議・全国博物館協会関連イベントの博物館ポスター紹介に参加しました。

・5月オンラインツアー、7月小学生高学年以上のオンラインクイズクエスト30名、8月石棒キャッチコピー
322応募と対象を絞ってオンラインでの取り組みを継続しました。
・11月石棒強調月間（オンラインと対面両方のイベント）
11/11オープニングイベントは浅間縄文ミュージアム館長と学芸員の対談、11/20市長と文化財３D
専門家、学芸員で対談、11/22精神科医でミュージシャンと学芸員らで対談、11/23バックヤードツ
アーと石棒撮影会、石棒総選挙、石棒３Dプリントを実施しました。
・関係人口（共感ボランティア）により文化財の保存活用を進める事例として文化庁での発表や『発
信する博物館』への投稿など、全国レベルでの執筆・講演。

【全国でも先駆けのオンラインツツアー】

【学術的な発信】

・石棒の製作工程など、飛騨みやがわ考古民俗館の考古展示を切り取ってオンラインツアー
を実施しました。オンラインでも参加者と交流を深め、笑顔を引き出すことができました。

令和元年度
・夏のイベント、石棒ナイト
石棒ナイトと題し、東京で縄文映画の上映と石棒ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄを実施しました。50名近い参加者があり、飛騨市の石棒をPRしました。
・秋のイベント、バックヤードツアー
地元から9名の参加があり、石棒について4時間かけて学ぶ取り組みを行いました。関東からの参加者は0名でした。この原因を、飛騨と
いうバックグラウンドがあった上で学芸員が発信しないと、飛騨・縄文・石棒の魅力が伝わらず、行動いただくまで達さないと分かりました。
・冬の石棒撮影会
一日一石棒に使用する画像を撮影するボランティアを募集し、撮影会を実施しました。記録画像の撮影から公開までボランティアで実施
する、全国でも珍しい取り組みを始めました。

・また、活動内容を、石棒クラブのホームページ、FacebookやTwitter等のSNSで発信し、
新たなつながりの創出に勤めました。

▶飛騨みやがわ考古民俗館収蔵の石棒

▲石棒クラブインスタグラムでの一日一石棒

▲オンラインツアー参加者の笑顔

・バックヤードツアーにて、石棒にだけ触れる4時間を開催しました。

飛騨みやがわ考古民俗館の茅葺き民家の葺き替えに、1,200万円あまりのふるさと納税寄付が集まりました。

年度 決算額(千円)

R１ 0

R２ 64



■目的・概要

35.スポーツを通じた健康づくりの推進

■取り組み

■主な実績

ウオーキング事業の普及推進をしました

【第２回飛騨市ノルディックウォーキングフェスタの開催】

・ 全日本ノルディック・ウォーク連盟公認指導員が主体となり、「第２回飛騨市ノル
ディックウォーキングフェスタ」を開催しました。

令和２年度

近年、高齢化による健康志向の高まりにより、ウオーキング人口が全国的に増加
し続けているなか、飛騨市においても高齢化は深刻な問題のひとつでもあり、健康
で年齢を重ねていくことが重要視されています。
そこで、市では特に年齢を問わず、２本の専用ポールで気軽に取り組むことので
きる「ノルディックウォーキング」と、心拍や血圧を測定しながら自然の中をゆったりと
歩くことで、安全で効果的な運動を行うことができる「クアオルト健康ウオーキング」、
そして、２日間を通して神岡町の森や町なかを歩くイベント「ツーデーウオーク」を実
践し、市民の健康増進や交流人口の増加を図ります。

〇第２回飛騨市ノルディックウォーキングフェスタの開催

〇ウォーキングセッションの開催

〇ノルディックウォーキング指導員の養成

・10月25日(日)に行われた「第２回飛騨市ノルディックウォーキングフェスタ」は新型コロナの影響により参加者を市民限定で開催したが、
約38名の参加をいただき、古川町の古い町並みを歩きながら参加者同士で情報交換や交流を深めることができました。

・11月21日(土)に行われた(社)全日本ノルディック・ウォーク連盟会長の宮下充正先生を招いた
ウォーキングセッションでは市民約40名の方が参加、約３時間半の秋の神岡町歩きを楽しみました。

・一般社団法人全日本ノルディック・ウォーク連盟が主催する指導員講習会には過去最多の６名の方
が受講され、受講費用47,600円のうち20,000円を助成しました。

【ウォーキングセッションの開催】

・(社)全日本ノルディック・ウォーク連盟会長の宮下充正先生を招いてのウォーキング
セッションを開催し、市民との交流を図りました。

【ノルディックウォーキング指導員の養成】
・(社)全日本ノルディック・ウォーク連盟が主催する指導員講習会の受講費を助成し
ました。

【スノーシュー＆テレマークスキーツアーの開催】
・ 飛騨流葉数河カントリーウオーク運営委員会が主催し、「第12回北アルプス展望
スノーシュー＆テレマークスキーツアー」を開催しました。

【市民が気軽にクアオルト健康ウオーキングに参加できる機会と場所の拡充】

・ 市民が気軽に参加できる定期的なイベントを月２回から週１回に拡充しました。
・ 既存の２コースに加え、新たに１コースの「クアの道」を新設しました。

〇スノーシュー＆テレマークスキーツアーの開催

・2月28日(日)に行われました「第12回北アルプス展望スノーシュー＆テレマークスキーツアー」では
市内外から19名の方に参加をいただき、晴天の中、360度のアルプスの山々を満喫しました。

〇市民が気軽にクアオルト健康ウオーキングに参加できる機会と場所の拡充

・市民が気軽に参加できる様に毎週１回（年19回）開催し、延べ280人の方にご参加いただきました。
・令和２年度、飛騨市神岡町流葉地内に市内では３コース目となる「クアの道®アルプス展望神秘の
森コース」がオープンし、記念ウオーキングを行いました。

▲スノーシュー＆テレマークスキーツアーの様子

▲第２回飛騨市ノルディックウォーキングフェスタの様子

▲クアの道®アルプス展望神秘の森コースの
オープン記念イベントの様子

年度 決算額(千円)

H30 334

R１ 6,655

R２ 4,529

H30
126人

R1
136人

R2
302人

【ｸｱｵﾙﾄ健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ参加者の推移】



■目的・概要

36.最適な地域医療実習フィールドの整備

■取り組み

■主な実績

令和２年度

【研修医、医学生の受け入れ】

・地域医療について、より実践的な研修ができると研修医、派遣元病院双
方から高い評価を得ています。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の
影響で医学生の研修の一部が中止となりました。

R２ 初期臨床研修医 8病院 29名 医学生 1大学 10名
後期臨床研修医 1病院 1名

R元 初期臨床研修医 8病院 36名 医学生 2大学 13名

『地域医療を学ぶ最高の研修フィールド・飛騨
市民病院』をキャッチコピーとして、魅力的な研
修環境が整いました

神岡地区は、近隣基幹病院まで車で１時間以上の距離に位置し、高齢化が非常に
進んだ医療圏(神岡･上宝)であり、地理的・社会的背景は決して有利とはいえません。しか
し、医療・介護・福祉のすべてが地域内で完結して官民の連携もとりやすいコンパクトな環
境は、そのままで地域包括医療・ケア実践のモデルケースとなるもので、地域医療の研究や
学習に最適なフィールドといえます。さらに、自然豊かなロケーションもあいまって、地域医療
研修先に希望する研修医が劇的に増えており、受入を制限しなければならないほどの人気
ぶりです。
そこで、この『地域医療総合学習フィールド』を活用し、医師や医学生、医療従事者に

地域医療の魅力を感じてもらうきっかけとすべく、地域医療学習を総合的にバックアップして
いく環境を整備しています。

〇飛騨市民病院の特徴を活かした研修プログラムの充実事業

【研修医宿舎の供用開始】

・令和元年度に賃借方式で整備した研修医宿舎を4月から供用開始しま
した。プライベート空間が確保され快適性が格段に向上した宿舎は、当然
ながら研修医に好評を博しました。また、旧宿舎では、構造上研修受け入
れの際に男女の人数の調整が不可欠であり、そのことが希望どおりの受諾の
支障となっていましたが、その問題も解消され、受け入れ調整事務の軽減が
図れました。各居室のプライベートを尊重するために設置した交流ルームは、
コロナ禍の影響による利用の制約はありましたが、異なる病院の研修医や学
生が飛騨で交流を深めるスペースとして活用されています。

地域研修を希望する初期臨床研修医が年間を通じて8病院から29名、 延べ742日間、後期臨床研修医が1病院から1名26日間、
医学生が1大学から10名、延べ48日間参加し、医療・介護・福祉のすべてが地域内で完結して官民の連携もとりやすい環境を活かした地
域包括医療・ケアの実践フィールドを体験しました。研修プログラムでは、総合診療として外科系、内科系の幅広い分野における外来診療
をはじめ、救急で受け入れた患者の入院診療計画から退院調整までを一貫して経験できることが特徴です。また、大きな病院の勤務医で
は経験することのない訪問診療への同行等、地域包括医療の実態を目の当たりにする機会が得られることは、幅広い視野をもった医師とし
てのその後の活躍につながるに違いありません。

〇里山ナース院内認定制度の実践

供用開始した
研修医宿舎

里山ナースとは、救急から急性期を経て回復期、慢性期、
看取りまでに一貫して「いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看
護」を提供するため、病院の枠を超えて、多職種との連携・
調整を推進し、地域住民が望む場所でその人らしく生きるこ
とを家族を含めて支えていく看護師です。市民病院独自の
里山ナース院内認定制度は令和元年度に実践が開始され、
第1段階の「super」コースを修了した看護職32名のうち23
名が第2段階の「hyper」コースに現在挑戦中です。

院内の研修室

交流ルーム

1階居室のキッチン

1階居室

◀里山ナースを前面に打ち出した採用活動

年度 決算額(千円)

H30 2,372

R１ 2,459

R２ 4,713



■目的・概要

37.天生の森と人プロジェクトの推進

■取り組み

■主な実績

環境デザイン計画を策定しました

【環境デザイン計画の策定】
・ 生態系に配慮した遊歩道等の環境デザイン計画(今後の整備計画の
指針となるもの）を策定し、様々な課題を整理しました。

河合町のシンボルである「天生の森」は標高1744ｍの籾糠山をはじめ樹
齢400年のブナ林や水芭蕉等の湿原など変化に富んだ1638haの県立自
然公園です。年間入場者数は4000人台で推移しており、登山口から籾
糠山まで片道約4.1ｋｍ管理する遊歩道が7.0ｋｍあります。この森を次
世代につなぐため令和元年度に環境デザイン計画を策定し、森を保全する
技術の習得と後継者の育成、陸地化が進む湿原の保全対策、園内のトイ
レ等の改善など様々な課題を整理しました。令和2年度以降はこれらの課
題解決に向けた具体的な対策を考案し、順次実行に移していくことで森の
環境保全に取り組みます。

〇環境デザイン計画策定事業

年度 決算額(千円)

R1 2,405

R2 3,085

〇ワークショップの開催事業

〇緊急避難道の補修事業

令和元年度

令和2年度 安全対策を重点実施しました

【サイン計画の策定】
森の景観に沿った見やすい標識の再整備の計画を策定しました。

【ワークショップの開催】
保全活動に参加いただける方を募集し、活動のための技術・知識取得
に向けたワークショップを実施しました。

【緊急避難道の補修】
負傷者の搬送のため林道に最短でつなぐ歩道の整備を行いました。

【天生の森保全事業】
・水芭蕉等植物を動物から守るための電気柵を設置しました。
・天生県立自然公園協議会と連携し、定期的な保全管理を実施しま
した。

〇サイン計画の策定

・空石積のワークショップ 令和２年6月9日 参加者17名 開催地：河合町角川地内 講師：地元の石積経験者
・そだ柵のワークショップ 令和２年10月31日、11月1日 参加者延べ15人 開催地：香愛ローズガーデン 講師：田賀陽介

〇天生の森の保全事業

・獣害対策用電気柵の設置 令和2年5月設置 1180m
・天生県立自然公園協議会と連携した保全管理業務(監視パトロール、入山協力金収受業務) シーズン中毎日実施

サイン計画策定 令和２年度 計画実施期間：令和3～4年度

環境デザイン計画策定 令和元年度

・負傷者搬送用の歩道整備 令和2年9月18日完成

▲遊歩道補修の様子



■目的・概要

38.清流みやがわ鮎の知名度向上

■取り組み

■主な実績

鮎釣り客の拠点施設を整備しました

【鮎釣り客の拠点「川の家」整備事業】
・電源付車中泊専用駐車スペース・RVパークを整備
【清流みやがわ鮎PR事業】
・清流みやがわの鮎のPRのため、ロゴの作成
・富山市内「ＫＮＢ大バザール2018」に鮎の塩焼きで出店
【日本一の鮎づくり事業】
・急速凍結機等の購入支援（宮川下流漁協）

平成30年度 令和元年度

【鮎釣り客の拠点「川の家」整備事業】
・種鮎保管池を増設
・鮮度の高い鮎を提供するため急速冷凍庫、真空包装機、
超低温フリーザーを整備
【清流みやがわ鮎PR事業】
・富山市内「ＫＮＢ大バザール2019」に鮎の塩焼きで出店
【日本一の鮎づくり事業】
・利き鮎会（高知県での全国大会の予選会）、味くらべの
イベントを実施

鮎の出荷に必要な機器を整備しま
した

飛騨市の豊かな広葉樹の森から生み出される清流みや
がわで育った鮎は、「釣って良し」「食べて良し」として年々
知名度が上がっており、毎年、全国各地から自慢の鮎が
出品される『清流めぐり利き鮎会』では、平成24年及び平
成26年に準グランプリを獲得しました。
このことから、清流みやがわの鮎の知名度を更に向上させ、
釣り・食を求める誘客につなげるため、地域資源である鮎
を活用した地域振興を図っています。

年度 決算額(千円)

H30 4,230

R1 3,897

R2 552

〇飛騨清流みやがわ鮎資源活用事業補助金

・宮川町の特産品である鮎の販路拡大を目的として、宮川下流漁協と㈱ヒダカラが連携し、初めて東京豊洲市場への出荷を開始しま
した。豊洲市場へは鮮魚の状態で出荷する必要があることから、アイスクラッシャー、スーパーフリーザー、金属探知器といった機器の整
備に対して補助を行いました。

▲飛騨清流みやがわ鮎のステッカー

令和２年度
鮎の販路拡大に必要な機器を充実
しました

【清流みやがわ鮎PR事業】
・豊洲市場への鮮魚の状態で出荷するための機器整備補助
・ＰＲ広告

〇「日本一の鮎」獲得事業

・新型コロナウイルス感染症の影響により、高知県で行われる「清流めぐり利き鮎会」や「清流
みやがわ鮎釣り大会」が残念ながら中止となりました。

〇飛騨清流みやがわ鮎の拠点事業

〇飛騨清流みやがわ鮎PR事業

・東京都内での宮川町内住民によるPR活動を予定していましたが、新型コロナウイルス感染
症の影響により、中止となりました。

・令和２年度から再開したみやがわ鮎が食べられる「鮎食べ処ヤナの家（旧杉原観光ヤナ）」
の富山方面ＰＲのため、フリーペーパーに広告を掲載しました。



■目的・概要

39.棚田と板倉の里の活性化

■取り組み

■主な実績

【棚田と板倉の里活性化事業】
・種蔵集落の存続に向け、種蔵区民や種蔵守り育む会と
の意見交換会を実施しました。

平成30年度

【種蔵ファン拡大事業】
・全国に広がる種蔵ファンを組織化した「ふるさと種蔵村」を
設立しました。
・オリジナルの住民票発行や保全活動の支援で特産品をプ
レゼント、交流の場となる「村民の集い」などによるファン拡
大を図りました。

「ふるさと種蔵村」を設立しました

宮川町種蔵集落は、250年以上前に現在の地に集落として生まれたと伝え
られています。高地の厳しい環境のなかで、営々と農地を維持し、集落としての
素晴らしい農耕文化・生活文化を営んできました。しなしながら、過疎の進行に
伴い、このままでは近い将来、集落そのものの維持が危ぶまれるほどの状況にあ
ります。
石積棚田と板倉が醸し出す農村の原風景を後世に引き継ぐため、関係人口
の組織化を図るとともに、ボランティアによる景観保全活動の促進および地域資
源を活用した賑わい創出事業を展開しています。

〇種蔵ファン拡大事業

〇棚田と板倉景観保全事業

〇種蔵Projectの開催

平成29年度 種蔵の現状把握

全国に広がる種蔵ファンを組織化し、『ふるさと種蔵村』をH30年度に設立しました。（登録者数 221名（R3.2.1現在））
ふるさと種蔵村議会を開催し、意見交換を行いました。（R1.6.29 30名）（R3.3.14 35名）

空積みワークショップを開催し、空積み技術の継承と景観の保全を行いました。
（H30年度：１回、9名）、（R元年度：２回、25名）、（R2年度：６回、78名）

Myみょうが畑プロジェクトにより、休耕しているみょうが畑を利用し栽培体験を行いました。
（R2年度：体験回数４回、126名）

棚田地域振興法に基づく指定地域として「種蔵棚田」が令和2年4月9日に決定および公示されました。8月31日には指定棚田
地域振興活動計画（石積み修復・伝統文化の継承・関係人口増加）が岐阜県内初の認定を受けました。

・愛知県立芸術大学と協働し「里の音コンサート」や「星のオルゴール」、板倉を赤いタペストリー
で彩るインスタレーションを開催しました。（H30年度：H30.11.3～4 100名）
（R元年度：R1.8.17 約50名、 R1.11.3 約150名）
・集落内の「匂い」を楽しみながら景観保全の必要性を再認識する「匂いと記憶のワークショップ」
を開催しました。(H31.4.22 15名 、 H31.5.18 13名）
・学びの里プログラム「景観を学ぶ」開催（R2.10.17 13名）

「やりたいこと計画」を作成しました令和元年度

Myみょうが畑プロジェクト（休耕畑の草取り）

【ふるさと種蔵村議会開催】
・やりたいこと計画作成に向け、ふるさと種蔵村民の思いや地
元住民の思いを語り合うふるさと種蔵村議会を開催しました。

【プラットホームの構築】
・ふるさと種蔵村民の思いが多種にわたることから、地元のやっ
てほしいこととふるさと種蔵村民のやりたことをマッチングするた
めのシステムを構築しました。

【空積みワークショップの開催】
・修繕の必要な石積を修復しながら空積み技術を継承する
「空積みワークショップ」を開催しました。

年度 決算額(千円)

H30 876

Ｒ1 2,086

R2 1,494

みょうが畑の復活企画スタート令和２年度

【Myみょうが畑プロジェクト】
・美しい景観を守るため、みょうが栽培の体験を通して、休耕
しているみょうが畑の復活をめざします。
【ふるさと種蔵村議会開催】
・テレビ会議システムを導入し、意見交換を行いました。



■目的・概要

40.宇宙最先端科学パーク構想の推進

■取り組み

■主な実績

平成30年度 カミオカラボがオープン

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、道の駅「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
して整備しました。また、観光振興を推進する目的に対外的に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つなげ、事業展開を図りました。

年度 入館者数
（人）

決算額
(千円)

H29 ― 201,059

H30 2,329 290,128

R1 130,831 14,400

R2 56,850 9,108

〇宇宙物理学研究紹介施設整備事業（平成29年度）

〇宇宙物理学研究紹介施設整備事業（平成30年度）

平成29年度 カミオカラボの施設整備を開始

スカイ

・ 既存の宙ドーム・神岡の物販部分を展示施設に改修するため、物販棟を新たに整備しました。
・ 展示施設については、実施設計と展示工事を30年度までの２カ年で一括発注しました。

・ 名称「ひだ宇宙科学館カミオカラボ」として整備を完了しました。
・ 平成31年３月２７日にオープン記念事業として、梶田先生や企業版ふるさと納税をされた
企業の方々及び、東大関係者等多くの方々にご参加いただきセレモニーを実施しました。

【研究紹介施設の詳細設計を開始】
・ デザインビルド方式により整備事業を開始し、主に詳細な設計
を行い、検討会議メンバーにもご意見をいただきながら進めました。

【啓発事業及び商品開発の実施】
・ 啓発事業は継続実施し、東京大学宇宙線研究所との協定に
基づき、スーパーカミオカンデ関連商品を民間が開発しました。

【研究紹介施設の完成・運営開始】
・ 企業版ふるさと納税を活用し、「ひだ宇宙科学館カミオカラボ」を
完成させ、指定管理者制度を導入し、令和３年3月27日オー
プンしました。

【啓発事業の実施】
・ KAGRA見学会や、サイエンスカフェを継続実施しました。

・2002年 小柴博士がカミオカンデでの研究によりノーベル物理学賞を受賞。
・2015年 梶田博士がスーパーカミオカンデでの研究によりノーベル物理学賞を受賞。

スカイ

カミオカラボ外観 (道の駅「宙ドーム・神岡」内)

スカイ

令和元年度 カミオカラボの魅力向上

【研究紹介施設の運営・企画開始】

【啓発事業の実施】
・ 土日祝日にはランチタイムトーク、研究者トークを実施する等、宇
宙物理学に興味を持っていただける層の開拓に取り組みました。

・ ラボサポーター(ボランティア)を募集し、円滑運営を目指しました。

①オンライン団体ツアーの様子
②YouTube動画サムネイル（全44本）

〇コロナ禍にも柔軟に対応するカミオカラボ運営（令和２年度）

・ スーパーカミオカンデの一般公開に合わせて宙ドーム・神岡で、講演会の実施と、来館者が直接教授に質問できる場を設けました。
・ 各種SNSでの情報発信の他、複数の取材を受け、新聞等に掲載されました。(雑誌/新聞：35件、TV/ラジオ：15件)
・ 指定管理者と連携し、各種トークイベントの開催等を通じて魅力を向上し、総来館者数が13万人(令和元年度末時点)を突破しました。

①

令和２年度 オンラインでの情報発信に注力

【コロナ禍下での施設運営・企画開始】

【啓発事業の実施】
・ スーパーカミオカンデ及びKAGRAのオンラインによる一般公開や
YouTubeLive等を活用した研究紹介などを実施しました。
・東北大学ニュートリノ科学研究所との連携協力協定を締結すること
で新たな連携体制を構築しました。

・遠隔地から館内ガイドが受けられるオンラインツアーを実施しました。
・飛騨市での研究を中心とした動画をYouTubeで定期投稿しました。
・noteを活用した科学や飛騨市についての情報を発信しました。

②

・ スーパーカミオカンデ・KAGRAの一般公開や団体ツアー等を即座にオンラインに切り替えて実施したことで、コロナ禍においても来館ニーズに
応え、プレゼンスを維持・向上させました。また、遠方の学校団体や主婦（夫）の団体など新しい層の開拓につながりました。
・ コロナ禍ならではのイベント開催や情報発信により、初年度を上回る実績を残しました。(雑誌/新聞：39件、TV/ラジオ：19件)
・ 館内企画展として小柴名誉教授追悼展示、岐阜かがみはら航空宇宙博物館と連携した「はやぶさ２」展を実施しました。
・東大と同じく茂住で実験を行っている東北大学ニュートリノ科学研究所と3月27日に連携協力協定を締結し、研究施設との連携強化を図
ることができました。

〇ひだ宇宙科学館 カミオカラボの運営を核とした交流人口の創出（令和元年度）



■目的・概要

41.ロスト・ライン・パーク構想の推進

■取り組み

■主な実績

利活用に向けて調査を行いました

【渓谷コース利活用調査委託】

平成28年度

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「ガッタ
ンゴー」は全国的にも認知度が高く、神岡町の魅力ある観光資源の一つとなっ
ています。
市は、旧奥飛騨温泉口駅から旧漆山駅間を「飛騨市ロスト・ライン・パーク」
として位置づけ、新たに供用開始をした「渓谷コース」の安全対策などの整備や
「おくひだ1号」などの展示のための車輛移設、廃線遺構の活用や情報発信を
行う日本ロストライン協議会の設立など、旧神岡鉄道の資産を活用し、観光
振興につなげています。

〇ロストラインフェスティバル（平成29年度、30年度）

平成29年度 ロストラインフェスティバルを開催しました

・ 渓谷コース供用開始に向けて、点検の実施及び安全対策
計画を策定しました。

レールマウンテンバイク運行区間の鉄道構造物による第三者被害の防止を図るため点検を実施し、安全対策を実施しました。
・レールマウンテンバイク営業開始前に、倒木や落石等の斜面状況を確認し、安全確認を実施。（Ｈ28年度～Ｒ２年度）
・営業区間における構造物（神岡橋梁・第１神岡トンネル・第２神岡トンネル）による第三者被害を防止するため、点検を実施。（H27
度繰越事業）
・上記点検結果に基づき、早急に修繕が必要な箇所（第１・第２神岡トンネル）において補修工事を実施。H28年度）
・高架橋梁の老朽化による付近住民や通行車両への被害を未然に防止するため、神岡橋梁の安全対策工事を実施。（H29年度）
・新設予定の渓谷コースの安全対策として、橋梁の枕木交換や転落防止策の設置、既設防護工基礎修復を実施。（H28年度繰越事業）
・旧奥飛騨温泉口駅のホーム屋根の修繕工事を実施。（令和2年度事業） 他

・平成29年4月にロストラインフェスティバルin神岡を開催。「おくひだ１号」への乗車体験、日本ロストライン協議会の設立調印式等を行い、
旧神岡鉄道の資産活用を全国へ情報発信しました。
・平成30年10月にロストラインフェスティバルin東京を開催し、レールマウンテン試乗等による首都圏への情報発信を行いました。

平成30年度 新たに「渓谷コース」がオープンしました

【渓谷コース運用開始】

・従来の「まちなかコース」に加え、旧漆山駅を発着にした「渓谷
コース」が新たにオープンしました。

【ロストラインフェスティバルin神岡】
・全国の廃線遺構活用団体と連携し、神岡町において、日本
ロストライン協議会を立ち上げ、交流事業を実施しました。

〇レールマウンテンバイクガッタンゴーの運用

・まちなかコース、渓谷コースともに安定した人気を誇っており、観光振興に繋がっています。
・今後も神岡町市街地への誘客促進及び滞在時間延長につながる取組みを行います。

令和元年度

【未運用区間の活用を検討】

・まちなかコースと渓谷コース間の未運用区間について、利活用
に向けての検討を開始しました。構造物等の安全点検・修繕に
はふるさと納税を活用することとしました。

利活用に向けて検討を始めました

令和2年度

【日本ロストライン協議会との情報共有】
・日本ロストライン協議会の会員から運営管理等についてのアン
ケート調査を行い、相互理解を深めました。

【駅舎修繕工事】

・旧奥飛騨温泉口駅駅舎において雨漏りを確認したため、修繕
工事を実施しました。

駅舎の修繕工事を行いました

〇安全対策工事他（平成28年度～令和２年度）

年度 決算額(千円)

H30 7,865千円

R1 1,793千円

R2 6,178千円

〇レールマウンテンバイクガッタンゴーの利用者人数

＜まちなかコース＞ H30：35,733人 R1：37,411人 R2：22,350人
＜渓谷コース＞ H30：15,727人 R1：17,900人 R2：13,524人



飛騨市財政状況の推移

資料①-2

飛騨市財政運営の基本指針

入るを量りて出ずるを制す
○あらかじめ収入予測と支出の見通しを立て、その残余の財源を
あらかじめ定め、その中で政策的な事業の優先順位付けを行う。

平成２８年度に
「飛騨市財政運営の基本指針」を策定



① 歳入歳出決算額の推移

普通会計の決算額は、合併以降、大型の投資事業がある年を除き、概ね200億円程度で推移して
いますが、令和２年度は新型コロナウイルス対策の影響により合併後最大の決算額となりました。
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② 市税の推移

歳入の根幹をなす市税は、平成26年度に若干の落ち込みがあったものの、その後ほぼ横ばいで推移し
ています。令和２年度は水力発電による売電収益が大きく伸びた企業があったことなどにより法人市民税
が増加しました。
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③ 地方交付税の推移

地方交付税は、平成25年まで増加傾向であったものの、以降は合併特例加算額の減少等により減
少傾向が見られました。この合併特例加算は令和元年度に終了したことから、今後の制度の動向を注
視する必要があります。

【普通交付税】 一般的な財政需要（日々の行政運営に必要な経費）に対する財源不足額に見合いの額とし
て算定され交付される。

【特別交付税】 普通交付税では算定しきれない特別な財政需要に対して財源保障を行うもの。災害復旧など。

【地方交付税】 日本の財政制度の一つで、国が地方公共団体の財源の偏在を調整することを目的とした地方財
政調整制度。普通交付税と特別交付税の２種類から成る。
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④ 性質別決算額の推移

歳出の内容を性質別に分けたデータの推移です。投資的経費が増えている年は大きな建物の建設
や改修が行われています。
【義務的経費】 職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費、地方債の元利償還金等の公債費

【投資的経費】 道路、橋梁、公園、学校、公営住宅の建設など社会資本の整備等に要する経費

【その他経費】 ゴミ処理、保育園、市営バス、除雪等に要する経費
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重層的なコロナ対策の
結果、補助費等が増加



⑤ 実質収支額の推移

毎年の歳入合計から歳出合計を差し引き、そこから翌年度へ繰越した事業の財源を控除したものが、
実質収支です。実質収支額の２分の１以上を財政調整基金などへ積み立てすることが法で定めれ
ており、その残額が純繰越金となります。飛騨市では毎年大幅な黒字であることがわかります。
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⑥ 積立基金（市の貯金）の推移

積立基金は、主に「財政調整基金」、「減債基金」、「特定目的基金」に区分され、令和２年度の飛
騨市の基金残高は、全国的に極めて高い水準にあります。

【平成29年度】
市有施設の老朽化や清掃施設
の改修など、目的を持って保有す
る基金に組み替えを実施



◎平成24年以降、市債残高は年々減少しています。今後も市債残高はどんどん減少し、令和10年
度には、現在の約半分の79億円程度となる見込みです。

◎今後もプライマリーバランス（市債の借入額と返済額の差額）の黒字を維持する方針です。

⑦ 市債（市の借金）残高の推移と今後の見込み

72.4 
59.7 

29.7 26.6 
14.9 

146.2 180.6 

118.5 
111.4 

78.6 

218.6 

240.3 

148.2 
138.0 

93.5

0

50

100

150

200

250

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

億円

交付税算入額

実質負担額

令和３年度以降は「見込」



市民の皆さまとの関わりやご意見の集約について

資料①-3

①市民と市長の意見交換会

④各種団体との意見交換・市長講演会

⑧どうやなBOX
市政に対するご意見を、市役所等
に設置してあるBOXに投函いただ
き、ご意見は必ず市長が目を通し､
回答いたしました。

⑥おでかけ市長室
少人数の集まりに市長が訪問し、意見
交換を行いました。

ご依頼のあった各種団体等の総会や勉
強会等に訪問し、市長が意見交換や講
演を行いました。

市内各地区の公民館等において、市
長から事業や予算の説明を行い、市
民の皆さまと様々な意見交換を行い
ました。

H28年度 94件のご意見をいただきました。

H29年度 64件のご意見をいただきました。

H30年度 47件のご意見をいただきました。

R元年度 37件のご意見をいただきました。

R２年度 67件のご意見をいただきました。

H28年度 移動市長室・市長室開放日 4回実施。52組が参加。

H29年度
移動市長室・市長室開放日 5回実施。18組が参加。
おでかけ：18団体の会合等で講演。

H30年度
おでかけ：6団体の会合等を訪問。２会場ではフリーの
おでかけ市長室を実施。

R元年度 おでかけ：４団体の会合等を訪問。

R２年度 オンライン：3組の方と面談。

H28年度 7月以降、26団体の会合等で講演。

H29年度 18団体の会合等で講演。

H30年度 10団体と意見交換、17団体の会合等で講演。

R元年度 44団体と意見交換、23団体の会合等で講演。

R２年度 11団体と意見交換、5団体の会合等で講演。

H28年度 17会場で実施。1320名が参加。

H29年度 11会場で実施。625名が参加。

R元年度 ４地区で実施。162名が参加。

R２年度 新型コロナ流行により開催無し

②市政ゼミナール H30年度 9会場で実施。349名が参加。

R元年度 ４会場で実施。115名が参加。

R２年度 新型コロナ流行により開催無し

市長が市政の各分野において詳しくお
伝えするセミナー形式の市政報告会を
開催しました。

H30年度 6会場で実施。254名が参加。

R元年度 ４会場で実施。132名が参加。

R２年度
WEBで2回実施 Zoom59名
Youtube・Facebook視聴10,382回
(R3.5.31現在）

市政の各分野でそれぞれ活躍してみえ
る市民の方と市長が、毎回テーマを決め
てクロストークを行いました。

③市長と共にふれあいトーク

⑦オンライン市長室
コロナ禍でR2年度から新たにWEBを
使った面談を開始しました。

R２年度
8回実施。会場参加、Zoom参加、Youtube・
Facebook視聴 7,752名(R3.5.31現在）

コロナ禍でWEB活用と少人数会場参
加による市政報告＆意見交換の会を
開会しました。

⑤市長の市政定期便 ほっとライブひだ

※平成29年度までは移動市長室・
市長室開放日を開催。



資料②-1 

令和２年度地方創生関連交付金事業について 

 

飛騨市では、国が推進する地方創生に呼応し、地方創生関連交付金等を活用した事業を実施しています。 

 

■地方創生とは 

✓ 人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、各地域がそれ

ぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生することを目指すものです。 

① 「東京一極集中」の是正 

② 若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

③ 地域の特性に即した地域課題の解決 

✓ 国は「地方版総合戦略」に掲げられた施策を財政面などで後押しすることで、国の目標達成を目指します。 

 

■地方創生関連交付金等について 

 飛騨市では、次の３つの支援制度を活用し、地方創生の実現に向けた事業を実施しています。 

① 地方創生推進交付金 

✓ 地方版総合戦略に基づく自主的・主体的で先導的な事業を、複数年度にわたり安定的・継続的に支援す

るため創設されたもの。 

✓ 官民協働、地域間連携、政策間連携等の先駆的要素が含まれている事業が対象。 

✓ 複数年度の計画とし、主にソフト事業で構成。補助率は１／２。 

 ② 地方創生拠点整備交付金 

✓ 地方版総合戦略に基づく自主的・主体的な地域拠点づくりなどの事業について、地方の事情を尊重しながら

施設整備等の取組を進めることを目的として創設されたもの。 

✓ 単なる「ハコモノ行政」ではなく、地方版総合戦略に基づく取組として未来への投資の基盤につながる先導的

なものでなければならないとされ、利活用方法が明確であり、それにより十分な地方創生の波及効果の発現 

✓ 単年度の計画とし、主にハード事業で構成。補助率は１／２。 

 ③ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業（企業版ふるさと納税） 

✓ 地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対して企業が寄付を行った際に、寄付金額の最大 9 割が法人

住民税等から控除される制度。 

✓ 企業にとっては税制優遇を受けながら所縁のある地域や興味関心のある取り組みを応援することができ、信

憑性の高い CSR活動として企業価値を高めることにもつながる。 

✓ 内閣府の認定を受けた地域再生計画に掲載された事業が対象。 

 

■効果検証について 

✓ 事業毎にふさわしい具体的な指標「重要業績評価指標（KPI）」を設定し、PDCA サイクルを整備すること

が必要とされています。特に事業年度毎に、外部有識者等による効果検証を実施し、その結果をホームペー

ジ等で公表するとともに、国への報告を行います。 



内閣府の地方創生交付金等を活用し実施した事業の実績一覧

指標の名称 R2目標値 目標年月 実績 達成状況

地域資源を活用した体験型プロ
グラムの提供件数及び特産品等
の商品開発件数

85件 Ｒ3.3 90件 達成

「飛騨古川 古い町並み」エリア
の観光客入込者数

304,000人 Ｒ3.3 137,704人 未達成

中心市街地に立地する飲食・土
産物店及び農産物直売所の売
上高

49,852千円 Ｒ3.3 23,172千円 未達成

飛騨市ファンクラブ会員数 3,665人 Ｒ3.3 6,283人 達成

地方創生拠点
整備交付金

1/2 H29 市単独
道の駅「宙（すかい）
ドーム・神岡」物販
棟増築事業

道の駅売上額 48,532千円 Ｒ3.3 25,157千円 未達成

まち・ひと・しご
と創生寄附活
用事業（企業版
ふるさと納税）

-
H29
～

H30
市単独

飛騨市宇宙物理学
研究紹介施設整備
事業

道の駅来客人数 365,847人 Ｒ3.3 200,828人 未達成

3

まち・ひと・しご
と創生寄附活
用事業（企業版
ふるさと納税）

- R2 市単独
飛騨市オリジナル
映像制作プロジェク
ト

東海テレビ新春エリアドラマ「いってきます！ ～岐阜・飛
騨 古川やんちゃ物語～」の制作支援

2,600,000       2,600,000       

※企業版ふるさと納税のみを活用
する場合はＫＰＩの設定は不要

観光課

21,971,309      12,285,654      

市民振興課
（神岡振興事

務所）

※事業は既に完了しているが、R3年度まで5年間にわた
りKPI測定を継続する

事業概要
総事業費

（円）
交付金等充当額

（円）

19,371,309      

資料②-2

1
地方創生推進
交付金

市単独

地域の”宝物”を活
用したみんなの観
光・まちづくり推進
事業

①地域資源を活用した新たな販売・体験型商品の開発
　・飛騨みんなの博覧会の開催
　・モノづくり事業者育成プロジェクトの推進
　・江馬氏城館跡・山城資源の利活用促進

②古川祭関連コンテンツのブラッシュアップあ
　・古川祭史の調査研究
　・古川祭をテーマとした周遊滞在型イベントの企画

③地域の観光力の向上あ
　・フードダイバーシティの推進
　・観光人材の育成

④地域ブランディングの推進あ
　・ナイトタイムコンテンツの造成

⑤新たな地域の担い手・支え手づくりあ
　・飛騨市ファンクラブ交流事業の推進

担当課
事業
区分

観光課
商工課

文化振興課
地域振興課

R1
～
R3

事業における目標値（重要業績評価指標・ＫＰＩ）

令和２年度

補助率

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

2

9,685,654       1/2

交付金等の名称
計画
年度

具体的事業名
ｼｰﾄ
№



地方創生関係交付金に係る事業検証シート

№ 1

事業名称
地域の”宝物”を活用したみんなの観光・まち
づくり推進事業

目的区分 観光振興

事業目的

　飛騨市が誇る歴史文化や農林水産物、伝統工芸な
どの優れた地域資源の価値を再発掘し、多くの人に来
て、見て、楽しんでもらえる商品へと磨き上げることで、
多彩な観光コンテンツや特産品等を誇る飛騨市ブラン
ドを確立し、市外から人を呼び、販路を広げ、外貨を獲
得する新たな経済循環を生み出す。

実施区分 飛騨市単独

総事業費 19,371,309 円

交付金充当額 9,685,654 円

事業概要

　飛騨みんなの博覧会に代表される小さくとも訴求力の高い観光コンテンツの創出、山城や糸引き工女といっ
た歴史資源に着目した観光開発、地域の観光の要である古川祭関連コンテンツのブラッシュアップ、訪日外国
人観光客等への対応、観光と異業種の連携による地域の稼ぐ力の強化など、地域の観光・まちづくりに複合的
に取り組むことで、ターゲットを捉えた観光誘客の拡大と滞在時間の延長による消費拡大を図る。
　また、特産品の高付加価値化を図り、土産物店等での消費拡大を狙うとともに、首都圏に開設を目指すアン
テナショップでの展示販売を行うことで、市外への販路開拓と外貨の獲得に取り組む。
　そして、これらの取組を通じ、多彩な観光コンテンツ・特産品等を誇る飛騨市ブランドを確立し、広く情報発信
を行うことで、更なる観光誘客の促進と市産品の販路拡大による外貨獲得を図るとともに、飛騨市を訪れた人や
関心を寄せた人とのつながりを深めて関係人口へと導き、地域の新たな担い手・支え手の確保を図る。

事業成果

①地域資源を活用した新たな販売・体験型商品の開発 【10,926千円】
　・飛騨みんなの博覧会の開催とプログラムの常設化
　・モノづくり事業者育成のため、商品開発の支援や首都圏でのテストマーケティングを実施
　・江馬氏城館跡の新たな活用策の検討や山城復元イラストの制作など歴史資源のコンテンツ化を推進

②古川祭関連コンテンツのブラッシュアップ 【6,325千円】あ
　・専任学芸員による古川祭にまつわる史実等の調査研究を推進
　・古川祭をテーマとした周遊滞在型イベント企画を造成（新型コロナの影響により未実施）

③地域の観光力の向上 【947千円】あ
　・フードダイバーシティ（食の多様性）に対応し、国内外の観光客から選ばれる観光地づくりを推進
　・稼げる観光・地域づくりの核となる人材の育成を推進

④地域ブランディングの推進 【908千円】あ
　・飛騨古川まつり会館における夜間限定会館イベントを実施

⑤新たな地域の担い手・支え手づくり 【266千円】あ
　・飛騨市ファンクラブ部活動の創設やオンライントラベルの実施により交流活動を推進

事業における
目標値の
達成状況

達成状況 一部達成 ※具体的目標値と達成状況は別紙資料のとおり

未達成の場合
その理由

外出自粛やイベント規制など新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けたことから、観
光関連のＫＰＩが軒並み未達成となった。

事務局
整理欄

地方創生推進交付金 担当部課

企画部 地域振興課
商工観光部 観光課・商工課
農林部 食のまちづくり推進課

教委事務局 文化振興課

今後の
事業方針

コロナ禍の中でも強みを活かした観光・まちづくりを推進するため、近場で楽しめるマイクロツーリズムに対応し
た体験型プログラムの更なる充実を図るとともに、いつでも人々の心を惹きつける「美味しい食」を活かした事業
の展開に加え、「密」とは対極にある「過疎」の魅力発信を絡めた地域ブランディングを推進する。

①地域資源を活用した新たな販売・体験型商品の開発 【11,193千円】あ
　・飛騨みんなの博覧会の充実、首都圏での連携型アンテナショップ開設、糸引き工女資源の観光活用 等

②古川祭関連コンテンツのブラッシュアップ 【6,749千円】あ
　・古川祭研究所による調査研究の充実、祭り屋台紹介ＡＲ（拡張現実）コンテンツの制作 等

③地域の観光力の向上 【1,900千円】あ
　・観光人材育成の本格化、フードダイバーシティの体制強化

④地域ブランディングの推進 【4,240千円】あ
　・地域食材を活かしたまるごと食堂、四季の風景や飛騨人の魅力を伝えるオンライントラベルの開催 等

⑤新たな地域の担い手・支え手づくり 【3,701千円】あ
　・古川祭オンライン懇親会の開催、担い手支援マップの制作、飛騨市ファンクラブの交流推進 等

特記事項
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飛騨市過疎地域持続的発展計画（案）について 

 

過疎対策の概要 

昭和30年代以降、日本経済の高度成長の過程で、農山漁村を中心とする地方の人口が急激に

大都市に流出した結果、地方において一定の生活水準や地域社会の基礎的条件の維持が困難に

なるなど深刻な問題が生じたことから、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以降、

昭和55年には過疎地域振興特別措置法、平成2年には過疎地域活性化特別措置法、平成12年に

は過疎地域自立促進特別措置法（旧過疎法）が制定され、地方公共団体において自主的な取組が

行われるとともに、国においても財政、金融、税制等の総合的な支援措置が講じられてきました。 

旧過疎法の期限満了を受けて令和３年４月に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関す

る特別措置法（新過疎法）」では、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、

生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計

画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を

支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに

美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。 

新過疎法に基づく過疎地域は、市町村ごとに中長期的な人口減少率や少子高齢化の状況、財政

力を勘案して指定され、飛騨市を含む全国820市町村が該当しています。 

 

（県内の過疎市町村） 

全部過疎（９団体）  飛騨市、下呂市、関ケ原町、揖斐川町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、

白川村 

一部過疎（７団体）  高山市、関市、中津川市、恵那市、山県市、本巣市、郡上市 

 

過疎地域に対する支援措置 

新過疎法に基づく主な支援措置として、道路や公共施設等の整備に対する過疎対策事業債の発

行（返済費用の７割を地方交付税で措置）、都道府県による基幹道路等の代行整備、製造業等にお

ける設備投資に対する国税の特例・地方税の減収補てん制度（固定資産税の課税免除額の75％

を地方交付税で措置等）、高率な国の交付金事業などが設けられています。 

 

（過疎対策事業債の活用状況） 

分野／年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 

保健・福祉・医療 － 114,000 9,200 2,500 5,100 

農道・林道・土地改良等 57,500 61,400 64,800 68,100 62,300 

資料③-１ 
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観光・産業振興 15,600 － 43,400 40,000 2,800 

道路・除雪機械 292,600 241,600 283,400 270,100 226,200 

公園 4,200 － 29,600 45,500 20,000 

救急・消防 56,400 16,900 31,900 10,400 － 

学校・スクールバス 8,200 13,200 5,800 60,400 5,500 

ソフト事業 － － 44,300 112,700 160,700 

その他 － 1,700 26,800 37,300 － 

合  計 434,500 448,800 539,200 647,000 482,600 

※過疎地域の実情に応じ、一定のソフト事業についても過疎対策事業債の対象とされています。 

 

過疎地域持続的発展市町村計画 

新過疎法に基づき、過疎地域における持続的発展を図るため市町村が策定する計画であり、概

ね、①地域の持続的発展の基本的方針、②地域の持続的発展に関する目標、③計画期間、④地域

の持続的発展のために実施すべき施策、⑤市町村計画の達成状況の評価に関する事項について

定めるものとされています。 

各種の支援措置を受けるためには市町村計画の策定が前提となることから、現在、新過疎法の

適用期間の前期５年間（令和３～７年度）を対象として、全国の過疎地域において市町村計画の策

定が進められています。 

 

飛騨市過疎地域持続的発展計画（案） 

飛騨市は全国の人口減少の数十年先を進み、次々と未知の課題に直面している「人口減少先進

地」であり、人口減少時代のまちづくりを掲げて市が取り組む政策の全てが、過疎対策に資するも

のであるといえます。 

このため、本市の５年後にありたい姿とそのために進むべき方向を示す市の最上位計画である

「飛騨市総合政策指針（令和２年２月策定）」を再編加工することで、全方位に渡る政策の方向性

（過疎対策）を網羅した「飛騨市過疎地域持続的発展計画（案）」として取りまとめました。 

なお、旧過疎法では市町村計画と合わせて、計画期間を通じた概算事業費等を記した参考資料

の作成が求められていましたが、新過疎法においては毎年度の事業実績を国に事後報告する形に

改められたことから、あらかじめどの分野にいくらの事業費を盛り込むといった形ではなく、随時柔

軟に計画の見直しを行い、支援措置を受けられる事業を漏れ無く掲載していく予定としています。 

 

地域の持続的発展の基本方針（P.12） 

まちの将来像を「みんなが楽しく心豊かに暮らせるまち」と掲げ、「元気であんきな誇りの持てるふ

るさと飛騨市」の政策方針に沿って３つの柱を立て、毎年度の政策協議及び予算編成を通じて個別
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の施策の具体化を図りながら、人口減少先進地としての全国モデルとなるまちづくりを実践するも

のとしています。 

 

地域の持続的発展のための基本目標（P.13） 

施策の効果検証を行うための評価指標と社会情勢やトレンドを把握し政策判断に繋げるための

観測指標の２つに分類し、それぞれ目標値と推計値を設定しています。 

評価指標  認定農業者数、納税義務者一人当たり所得、観光客入込者数、観光客宿泊者

数、65歳以上の要介護認定者数に占める要介護２以上の方の割合、保育園待機

児童数、消防団員数、市民のまちづくり活動団体数、移住者数、一人当たり年間

可燃ごみ排出量 

観測指標  人口総数、年少人口（0歳～14歳）、生産年齢人口（15歳～64歳）、老年人口

（65歳以上） 

※総合政策指針と終期年度が異なるため一部の目標値は上方修正 

 

計画期間（P.14） 

令和３年４月１日～令和８年３月３１日 （令和３～７年度） 

 

地域の持続的発展のために実施すべき施策（P.16～52） 

「2 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」から「13 その他地域の持続的発展に関し必要

な事項」までの12分野に渡り、現状と課題及びその対策の方向性を記載し、これらに関する主要な

具体的施策（ハード事業、主なソフト事業）を事業計画として表に掲載しています。 

また、「３ 産業の振興」では、「産業振興促進事項」の欄を設け、税制特例の対象業種として、製

造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等を定めています。 

なお、各分野の表中及び末尾に再掲している「過疎地域持続的発展特別事業」は、過疎債ソフト

事業の対象となるものです。 

 

計画の達成状況の評価に関する事項（P.14） 

飛騨市総合政策審議会において、毎年度の施策の実施状況に対する評価及び検証を行うことで

ＰＤＣＡサイクルを回し、次年度の予算編成及び政策形成への反映を図り、より実効性のある施策

を推進するものとしています。 

 



（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

飛騨市過疎地域持続的発展計画 
 

令和３年度～令和７年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県飛騨市 

（令和３年○月策定） 

 

 



目  次 

 

１ 基本的な事項 ..................................................................... 1 

⑴ 市町村の概況 ................................................................... 1 

⑵ 人口及び産業の推移と動向 ....................................................... 2 

⑶ 市町村行財政の状況 ............................................................. 9 

⑷ 地域の持続的発展の基本方針 .................................................... 12 

⑸ 地域の持続的発展のための基本目標 .............................................. 13 

⑹ 計画の達成状況の評価に関する事項 .............................................. 14 

⑺ 計画期間 ...................................................................... 14 

⑻ 公共施設等総合管理計画との整合 ................................................ 14 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 .......................................... 16 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 16 

⑵ その対策 ...................................................................... 17 

⑶ 計画 .......................................................................... 18 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 18 

３ 産業の振興 ...................................................................... 19 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 19 

⑵ その対策 ...................................................................... 20 

⑶ 計画 .......................................................................... 24 

⑷ 産業振興促進事項 .............................................................. 25 

⑸ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 25 

４ 地域における情報化 .............................................................. 27 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 27 

⑵ その対策 ...................................................................... 27 

⑶ 計画 .......................................................................... 28 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 28 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 .................................................. 29 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 29 

⑵ その対策 ...................................................................... 29 

⑶ 計画 .......................................................................... 30 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 31 

６ 生活環境の整備 .................................................................. 32 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 32 

⑵ その対策 ...................................................................... 33 

⑶ 計画 .......................................................................... 34 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 34 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 .......................... 36 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 36 



⑵ その対策 ...................................................................... 37 

⑶ 計画 .......................................................................... 39 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 40 

８ 医療の確保 ...................................................................... 41 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 41 

⑵ その対策 ...................................................................... 41 

⑶ 計画 .......................................................................... 42 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 42 

９ 教育の振興 ...................................................................... 43 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 43 

⑵ その対策 ...................................................................... 44 

⑶ 計画 .......................................................................... 45 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 46 

10 集落の整備 ...................................................................... 47 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 47 

⑵ その対策 ...................................................................... 47 

11 地域文化の振興等 ................................................................ 48 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 48 

⑵ その対策 ...................................................................... 48 

⑶ 計画 .......................................................................... 48 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 49 

12 再生可能エネルギーの利用の推進 .................................................. 50 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 50 

⑵ その対策 ...................................................................... 50 

⑶ 計画 .......................................................................... 50 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 50 

13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 .......................................... 51 

⑴ 現況と問題点 .................................................................. 51 

⑵ その対策 ...................................................................... 51 

⑶ 計画 .......................................................................... 51 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 .............................................. 51 

過疎地域持続的発展特別事業分事業計画（再掲） ....................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

１ 基本的な事項 

⑴ 市町村の概況 

飛騨市は、岐阜県の最北端に位置し、平成の大合併により旧吉城郡古川町、宮川村、河合村、

神岡町の２町２村が合併し、2004年２月１日に発足した市である。 

地勢は、北東部が飛騨山脈に接し、全域を飛騨高地の深い山々に包まれ、全国の市で52番目

に広い総面積792.53k㎡の約93％を森林が占めている。西部を神通川水系宮川が、東部を同水系

高原川が急勾配で北に向かって流れ、古川町地区一帯に広がる古川盆地を除いて、河岸段丘に

集落が形成されている。気候は日本海側気候と内陸性気候を併せ持ち、古川町地区は豪雪地帯、

神岡町、河合町、宮川町地区は特別豪雪地帯に指定されている。 

交通の状況は、宮川に沿ってＪＲ東海高山本線が南北を結び、南東部の山中を東海北陸自動

車道の飛騨トンネルが貫き、内部には国道41号、360号、471号を中心とした道路網が形成され

ており、県都・岐阜市からの所要時間は約２時間である。 

本市の特徴は、山間地ならではの恵まれた自然環境に加えて、２名のノーベル賞受賞者を輩

出したスーパーカミオカンデに代表される宇宙物理学研究施設、ユネスコ無形文化遺産「古川

祭の起し太鼓・屋台行事」をはじめとする歴史文化、アニメ映画「君の名は。」のイメージとし

て用いられた素朴な田舎町の風景、豊かな森と水が育む飛騨牛等の農林畜水産物、山里に受け

継がれてきた伝統工芸など、個性的で魅力あふれる地域資源が数多く存在することである。 

 

合併前の旧町村ごとに過疎化の経緯を見ると、全体が険しい山中にある旧河合村及び旧宮川

村では、全国の多くの山村と同様に高度経済成長に伴う都市部への人口移動が顕著に見られ、

1945年の人口４千人あまりから1975年までに半数以下へと急減。旧神岡町では、東洋一の規模

を誇った神岡鉱山が隆盛を極めた1960年には人口約2.7万人までに達したものの、鉱山経営の急

激な近代合理化に伴い1980年までの20年間で約1.1万人の大規模な人口流出が生じ、これら旧３

町村の人口は現在に至るまで漸減が続いている。飛騨地域の経済の中心地である高山市に近い

旧古川町では、1985年をピークに20年間にわたって約1.6万人前後の人口を維持していたものの、

2005年以降は人口減少へと転じ、現在は市全域が過疎地域に指定されている。 

 

本市の市内総生産の内訳は、製造業の割合が34.4％と最も大きく、第２次産業が43％、第３

次産業が55％を占める産業構造となっている。また、産業別の従業者数は、製造業31％、卸売

業・小売業15.1％の順に多く、これに次いで建設業、医療・福祉、宿泊業・飲食サービス業がそ

れぞれ約10％を占めており、全国に比べて製造業、建設業、農林漁業の特化係数が高い特徴が

ある。 

 

 

 

 

 



2 

 

⑵ 人口及び産業の推移と動向 

（人口の状況） 

本市の人口は1955年の50,483人をピークに減少の一途を辿っており、2004年の市町村合併当

時の30,148人から2020年国勢調査（速報値）では22,556人まで減少し、2045年には現在の人口

の約６割となる13,585人へと大きく減少すると推計されている。 

また、人口構造も大きく変化しており、特に15歳～64歳の生産年齢人口の減少が顕著に見ら

れ、2021年４月現在の高齢化率は39.65％に達している。65歳以上の老年人口は2017年をピーク

として既に減少局面に入っているが、75歳以上の人口は2025年に、85歳以上の人口は2035年に

ピークを迎え、その際には生産年齢人口が老年人口を下回ると予測される。人口ピラミッドを

見ると、2015年は20歳代以下の若い世代が極端に少なく中高年層に厚みのあるつぼ型構造であ

るのに対し、2045年の推計値では90歳代の女性を頂点とした逆三角形型の構造に変化していく。 

社会を構成する基礎となる世帯数は、1985年の9,670世帯から2020年国勢調査（速報値）では

8,183世帯となり、人口ほどの減少は見られないものの、１世帯当たりの人員数は3.58人から

2.76人へと減少し小家族化が進んでいる。また、2015年の高齢者のみ世帯数は2,393世帯、うち

高齢単身世帯数は1,046世帯となり、1985年以降の30年間でそれぞれ3.4倍、3.9倍に大きく増加

している。 

自然動態では、1990年代から死亡数が出生数を上回る自然減が始まり、2000年代に入ってそ

の幅が急激に拡がり続けている。2019年には出生数は過去最低、死亡数は過去最大を記録して

おり、75歳以上の高齢者の増加とともに自然減が今後益々増加していくことが予想される。 

社会動態では、年間190人前後の転出超過で横ばいが続いている。移動理由は職業上及び学業

上の理由が大半を占め、職業上の理由は20歳代に多く、特に女性の転出が顕著に見られる。学

業上の理由は高校卒業後の進学に伴う10歳代の転出である。県内での転入・転出は隣接する高

山市との間での移動が大半であり、県外では愛知県、東京都との間での移動が多くみられる。 

また、市内で生まれ育った若者の約半数が10歳代後半で市外に転出し、そのうち２割程度が

Ｕターンにより20歳代後半に帰郷する傾向が続いているが、昭和末期に生まれた世代からは転

出する割合が約６割に増加し、Ｕターンによる戻りが鈍くなっている。 

15歳未満の年少人口は減少を続けており、2015年から2040年にかけての25年間で半減すると

推計されている。この少子化の進行には大きく次の三点の要因が考えられる。 

一点目は、母親世代となる女性人口の減少である。本市の2019年の合計特殊出生率は1.60と

全国や岐阜県全体に比べて高い水準を維持しているものの、社会動態による増減をゼロと仮定

し2020年に合計特殊出生率が人口置換水準の2.1に急回復した場合のシミュレーションでは、母

となる世代の女性人口が今後も減少し続けていくため、出生数が人口を維持できる水準に至る

までには非常に長い年月を要し、2065年に至っても人口減少が止まらない結果となった。 

二点目は、未婚者の増加である。本市の生涯未婚率は2005年以降急増し、若い世代の未婚率

も上昇傾向にあり、2015年には20歳代から30歳代の男性の約６割、女性の約４割が未婚となっ

ている。国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査によれば、全国で1950年代に50％

を超えていた見合い結婚の割合は、2015年には5.5％まで減少しており、こうした社会環境や
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人々のマインドの変化も未婚者の増加に少なからず影響しているといえる。 

三点目は、晩婚化・晩産化である。全国的に結婚年齢が高くなるほど子どもを産む数が少な

くなる傾向がある中、本市の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、2017年には女性の平均初婚年齢

が初めて30歳代に突入した。また、第１子出生時の母の平均年齢は2014年以降、30歳代に高止

まりしている。 

本市では、極端な高齢化の進行により死亡数が増加し続け、母親世代となる女性の減少等に

より出生数が減少し続ける多死社会構造へと既に突入しており、この状況は移住・定住施策に

よる転入超過で補いきれるものでは無い。 

従って、人口減少を短期的に止めようとすることは不可能であり、人口減少を現実のものと

して真正面から受け止めた上で、少しでもその減少スピードを緩やかにするための「積極戦略」

と、次々と直面する新たな課題に臨機応変かつ迅速に対応する「適応戦略」の両輪により、誰

一人取り残されない持続可能な地域社会の形成に取り組んでいく必要がある。 

 

（産業の状況） 

本市における産業部門別の概況は次のとおりである。 

第１次産業の就業者数は1,064人（構成比8.5％）で、構成比は2000年代に入り横ばい傾向が

続いている。 

農業産出額は30.5億円で、飛騨牛をはじめとする肉用牛の飼育に加え、トマト・ほうれんそ

うといった高冷地野菜の生産が盛んに行われ、京阪神地域の市場において一大産地の地位を築

いている。近年では、米・食味分析鑑定コンクール国際大会において市内産米が高い評価を受

けており、市内各地で高品質な米の生産が精力的に行われている。 

林業総収入は約7.9億円で、市域の約93％を占める森林の約７割が広葉樹であるという特徴を

活かし、これまで用材に不向きとされてきた小径広葉樹の新たな価値を創造する「広葉樹のま

ちづくり」を推進している。 

第２次産業の就業者数は4,128人（構成比32.9％）で、構成比の減少傾向が続いていたが、2010

年代からは横ばいとなっている。 

製造品出荷額等は約809億円で、2000年代前半に比べて160億円あまり増加している。製造品

の内訳は非鉄金属と化学工業が約７割を占め、家具・装備品、窯業・土石製品、食料品、はん用

機械器具と続く。製造業の従業者数（従業者規模４人以上）は3,265人で近年増加傾向にあり、

非鉄金属と化学工業が約半数を占めている。 

また、公共インフラ等の整備のみならず、山地保全や砂防対策、度重なる自然災害への対応、

冬季の道路除雪等の必要性から、建設業のウエイトが高いことも特徴である。 

第３次産業の就業者数は7,359人（構成比58.6％）で、構成比は上昇傾向が続いている。 

卸売業の商品販売額は104億円で、飲食料品が約６割、建築材料、鉱物・金属材料等が約３割

を占めている。小売業の商品販売額は179億円で、飲食料品が約４割を占め、商圏における人口

減少の影響を受けて販売額の減少傾向が見られる。 

2019年の観光客入込者数は約122万人で、地域に受け継がれてきた歴史文化や豊かな自然環境
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といった地域資源を活かし、まちづくりの要素も取り入れた観光振興に積極的に取り組んでい

る。 

 

表１－１ ⑴ 人口の推移（国勢調査） 

区 分 
昭和35年 昭和50年 平成２年 平成17年 平成27年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 
人 

49,391 

人 

38,384 

％ 

-22.3 

人 

32,690 

％ 

-14.8 

人 

28,902 

％ 

-11.6 

人 

24,696 

％ 

-14.6 

0歳～14歳 15,482 8,936 -42.3 5,573 -37.6 3,859 -30.8 2,866 -25.7 

15歳～64歳 30,716 25,186 -18.0 21,068 -16.4 16,386 -22.2 12,589 -23.2 

 
うち15歳～29歳 

(a) 
11,329 6,927 -38.9 4,986 -28.0 3,472 -30.4 2,377 -31.5 

65歳以上 

(b) 
3,193 4,262 33.5 6,049 41.9 8,657 43.1 9,237 6.7 

(a)/総数 

若年者比率 

％ 

22.9 

％ 

18.0 － 
％ 

15.3 － 
％ 

12.0 － 
％ 

9.6 － 

(b)/総数 

高齢者比率 
6.5 11.1 － 18.5 － 30.0 － 37.4 － 

 

表１－１ ⑵ 人口の見通し 

 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」 
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参考表（飛騨市総合政策指針） 
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⑶ 市町村行財政の状況 

本市では、人口減少と過疎化、急激に変化する社会情勢に対応するため、平成22年２月に「生

活重視のまちづくり」を基本理念とする飛騨市第２次総合計画（平成22年度～31年度）を策定

し、100年に一度の経済危機といわれた厳しい時代の中、財政の健全化に向けて歳出抑制を図り

つつ、市民生活に直結する施設の整備や小中学校の耐震化等を進め、市民ニーズに応えた政策

の実現に取り組んできた。 

しかし、その10年の間も人口は減少し続け、これまで予想し得なかった事象が市内各地で発

生している。例を挙げれば、10年前の介護分野の課題は施設数の不足であったのに対し、近年

では介護現場の人手不足が顕著となり、増床整備した施設を稼働できない時期が続いた。また、

子どもの数の急激な減少により、長らく地元雇用に貢献してきた大手製造業でさえも高卒者の

応募が得られず、新卒採用ができなくなる事態が生じている。他方で、女性の社会進出に伴い

未満児保育のニーズが急増したことで、配置基準を充足するための保育士確保が困難となり、

待機児童が発生する危険性もあった。 

 この他にも、産業面では、地域の労働力不足により新たな企業誘致の推進ができず、商店街

では売上の低下や経営者の高齢化により店舗の閉鎖が次々と発生している。社会面では、地域

の子どもや担い手の不足により祭礼行事等の見直しを余儀なくされるなど、これまで人口減少

による懸念、危惧として考えられていたことが、現実の脅威として差し迫っている。 

こうした状況から、人口減少を正面から受け止め、今後も推計どおりに人口が減っていくこ

とを前提として、さまざまな未知の課題に対応しながら、どのように豊かなまちづくりを進め

ていくのかを示す基本的な道標として、令和２年２月に「飛騨市総合政策指針（令和２年度～

６年度）」を策定し、今一度本市の持つ力、素晴らしさを再認識し、市民の暮らしの質をしっか

りと見据えながら、人口減少時代における本市の持続的な発展を目指すものとしている。 

財政の今後の見通しは、国の施策に伴う人件費や社会保障関係経費の増加が懸念されるもの

の、市税や地方交付税は堅調に推移しており、過去の大型投資に伴う公債費負担が大きく減少

していくことから、市の規模に応じた安定的な財政運営を行うことが可能と見込んでいる。 

また、既存企業の省力化のための設備投資や新たな水力発電施設等の整備を促し、基幹税で

ある固定資産税の安定的な確保を推進するとともに、地域産品のブランド化と販路拡大を視野

に入れた魅力ある返礼特産品の充実等により、ふるさと納税の更なる獲得を目指す。加えて、

債券運用の拡充等による基金運用益の増加策や利活用が見込めない未利用資産の売却など、税

収以外の歳入確保にも積極的に取り組んでいく。 

 総合政策指針を踏まえて令和２年６月に策定した「飛騨市第四次行政改革大綱（令和２年度

～６年度）」では、職員力の創出を基本目標に掲げ、事務事業の見直しやＩＣＴの活用等による

業務の効率化と働き方改革の実現を推進するとともに、会計年度任用職員を含めた適正な定員

管理により柔軟な人員配置や人件費の抑制を可能とし、内部統制の導入により行政運営の透明

化とリスク管理の強化を図るものとしている。 

 また、公共施設の管理運営に関しては、平成29年３月に策定した「飛騨市公共施設等総合管
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理計画（以下、「総合管理計画」という。）」及び令和３年３月に策定した「飛騨市公共施設個別

施設計画（以下、「個別施設計画」という。）に基づき、予防保全により標準的な耐用年数を超

えて施設を利用することで更新時期の延伸を図り、総投資額を抑制することを基本的な考え方

として、各施設における長寿命化の具体的な対策を洗い出し計画的に実施する。併せて、社会

情勢の変化等により設置当時とは需要が大きく異なっている施設もあることから、民間譲渡や

他の目的への転用による有効活用、施設の廃止・除却等も視野に、地域や市民との意見交換を

重ねながら、財政負担に直結する施設総量の見直しについて具体的な議論・検討を進めていく

ものとする。 

 

表１－２ ⑴ 市町村財政の状況 

（単位：千円・ポイント） 

区   分 平成22年度 平成27年度 令和元年度 

歳入総額 A 22,114,668 20,108,453 21,995,575 

一般財源 12,386,611 13,293,324 13,265,819 

国庫支出金 3,266,015 1,484,681 1,704,440 

都道府県支出金 1,005,973 1,290,543 1,504,456 

地方債 3,598,348 2,044,015 2,296,022 

  うち過疎対策事業債 563,300 508,000 657,100 

その他 1,857,721 1,995,890 3,224,838 

歳出総額 B 21,002,889 18,542,099 20,678,721 

義務的経費 6,746,769 7,209,174 7,158,950 

投資的経費 6,491,631 3,285,895 4,681,816 

うち普通建設事業費 6,425,944 2,785,858 3,732,127 

その他 7,764,489 8,047,030 8,837,955 

過疎対策事業費 6,005,064 2,385,067 2,178,246 

歳入歳出差引額 C（A-B） 1,111,779 1,566,354 1,316,854 

翌年度へ繰越すべき財源 D 173,539 337,936 266,519 

実質収支（C-D） 938,240 1,228,418 1,050,335 

財政力指数 0.370 0.313 0.311 

公債費負担比率 18.5 20.1 20.2 

実質公債費比率 15.1 12.7 13.9 

起債制限比率 － － － 

経常収支比率 82.0 84.0 92.9 

将来負担比率 92.2 － － 

地方債現在高 23,786,693 21,076,681 16,233,528 
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表１－２ ⑵ 主要公共施設等の整備状況 

区   分 昭和55年度末 平成2年度末 平成12年度末 平成22年度末 令和元年度末 

市町村道      

改良率（%） 28.3 41.6 44.1 48.7 49.7 

舗装率（%） 46.2 63.4 74.0 78.5 79.5 

農道      

延長（m） 66,309 105,571 95,835 99,272 102,702 

耕地１ha当たり農道延長（m） 25.8 45.1 45.2 － － 

林道      

延長（m） 152,672 232,413 262,993 292,260 294,388 

林野１ha当たり林道延長（m） 2.1 4.1 4.7 － － 

水道普及率（%） 86.9 90.7 96.8 98.5 99.7 

水洗化率（%） 0.0 14.4 40.9 72.2 83.1 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数（床） 
3.9 3.7 6.1 7.1 7.1 
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⑷ 地域の持続的発展の基本方針 

本市のように人口減少に伴う日本の数十年先の課題が凝縮されている「人口減少先進地」で

は、人口減少の現実を直視し正面から受け止めてこそ、さまざまな課題が見え、買い物弱者に

対する移動・訪問販売や路線バスに代わるデマンドタクシーのように、課題を一人ひとりの暮

らしやすさに転換する政策を生み出すことが可能となる。 

 本市では、次々と予期せぬ問題が起こる人口減少時代にあって、一つ一つの問題と丁寧に向

き合い、現場での市民の声や困り感を肌で感じ、さまざまな知恵と工夫で課題を暮らしやすさ

へと転換し、市民の結束力やコミュニティの力を高めていくことで、住み慣れた環境の中で誰

もが心豊かに穏やかに過ごすことができるまちをつくることが出来ると考えている。 

また、こうした取組の一つ一つを全国に向けてしっかりと発信し、本市の認知度を高めるこ

とが、「このまちに住めば何か楽しいことが起きる、何か楽しいことができる」という気を市内

全域に巡らせることにつながり、本市に住み、そして関わる全ての人々が、毎日の生活を楽し

く暮らすことが出来るようになると信じている。 

このような考えから、本市が目指すまちの将来像を「みんなが楽しく心豊かに暮らせるまち」

と掲げ、ＳＤＧｓの考えも取り入れながら、誰一人取り残されず、互いを家族のように支え合

えるまちづくりを推進する。 

このための政策の方向性は次の３つの柱に細分化し、毎年度の政策協議及び予算編成を通じ

て個別の施策の具体化を図りながら、人口減少先進地としての全国モデルとなるまちづくりを

実践していく。 

 

１ 元気な飛騨市づくり －しごとを守る－ 

⑴ 誰もが働きやすく、活躍できる元気なまち 

   高齢者や女性、障がいのある方や外国人など、全ての方が自分にあった働き方で生き生

きと働けるまち 

⑵ 変革への挑戦を続け、新しい価値を創造するたくましいまち 

   人口減少時代のあらゆる場面でも、変革を恐れず柔軟に対応し、地域外需要の獲得に挑

戦し続けるまち 

⑶ さまざまな人や地域との交流から所得を生み出すまち 

   あらゆる人や事業者等と交流し、多様な考え方やニーズを広く受け入れ、産業やまちづ

くりへの活力を生み出すまち 

２ あんきな飛騨市づくり －まちをつくる－ 

⑴ 誰一人取り残されず大切にされる思いやりのあるまち 

   全ての市民がお互いを思いやり、最期まで自分の住み慣れた地で安心して暮らすことが

できるまち 

⑵ お互いを家族のように思い、支えあえるまち 

   全ての市民がお互いを家族のように思い、支え合い助け合って暮らすことのできる、み
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んなが安心できるまち 

⑶ 生涯現役で自分らしく暮らせる健やかなまち 

   全ての市民が、無理なく自分に合ったペースで健康な心と体づくりに励み、生涯現役で

健やかに暮らせるまち 

３ 誇りの持てる飛騨市づくり －ひとを伸ばす－ 

⑴ 子ども達の生きる力を地域一体で育む学び豊かなまち 

   人口減少時代において子ども達に求められる課題解決能力を地域が一体となり育んでい

くまち 

⑵ 一人ひとりの頑張りを応援し互いに尊敬しあえるまち 

   年齢・性別・出身等を問わず、自分を伸ばし成長し、どんな人・活動でも、みんなが尊敬

しあえる“人”を誇れるまち 

⑶ 豊かな環境と個性ある地域資源を大切にする誇り高いまち 

   個性溢れる地域資源を磨き、自然あふれる素晴らしい環境を全国・世界に自慢できる誇

り高いまち 

 

⑸ 地域の持続的発展のための基本目標 

（評価指標） 

本市が本計画期間内に実施する施策の効果検証を行うための評価指標及び目標値は、次のと

おりとする。 

評価指標 基準値 目標値 

認定農業者数 
85経営体 

（令和元年度） 

90経営体 

（令和７年度） 

納税義務者一人当たり所得 
2,664千円 

（令和２年度） 

2,744千円 

（令和７年度） 

観光客入込者数 
1,217,325人 

（令和元年） 

1,300,000人 

（令和７年） 

観光客宿泊者数 
108,491人 

（令和元年） 

120,000人 

（令和７年） 

65歳以上の要介護認定者数に占める要介護２以上の方の割合 
50.27％ 

（平成30年度） 
基準値を維持 

保育園待機児童数 
0人 

（令和２年度） 
基準値を維持 

消防団員数 
849人 

（令和２年度） 

750人 

（令和７年度） 

市民のまちづくり活動団体数 
65団体 

（令和２年度） 

70団体 

（令和７年度） 

移住者数 
111人 

（令和元年度） 

120人 

（令和７年度） 

一人当たり年間可燃ごみ排出量 
186.7kg 

（令和２年度） 

181.0kg 

（令和７年度） 
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（観測指標） 

本市が本計画期間内に実施する施策に関連し、社会情勢やトレンドを把握することで政策判

断につなげるための観測指標及び推計値は、次のとおりとする。 

観測指標 基準値 推計値 

人口総数 
22,556人 

（令和２年） 

20,754人 

（令和７年） 

年少人口（0歳～14歳） 
2,866人 

（平成27年） 

2,124人 

（令和７年） 

生産年齢人口（15歳～64歳） 
12,591人 

（平成27年） 

9,933人 

（令和７年） 

老年人口（65歳以上） 
9,239人 

（平成27年） 

8,697人 

（令和７年） 

 

⑹ 計画の達成状況の評価に関する事項 

民産学労金の15分野の代表からなる飛騨市総合政策審議会において、毎年度の施策の実施状

況に対する評価及び検証を行うことでＰＤＣＡサイクルを回し、次年度の予算編成及び政策形

成への反映を図り、より実効性のある施策を推進する。 

 

⑺ 計画期間 

本計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５箇年間とする。 

 

⑻ 公共施設等総合管理計画との整合 

（公共施設等の管理に関する基本的な考え方） 

本市の総合管理計画では、「市民との問題意識の共有化」、「質と量の最適化」、「公共施設等総

合マネジメントの推進」を基本理念とし、将来のまちづくりに向けて、市民と行政の協働によ

り、最適な公共施設等の持続的な供給を目指すとしている。 

建物系公共施設の全体目標は、2015年度から2054年度までの将来更新費用の試算額約965.5億

円について、2017年度からの30年間トータルで15％削減するものとし、その実現のため次の①

から④の取組を推進する。 

①市民ニーズへの適切な対応 

社会環境等により変化する市民ニーズを的確に捉え、公共施設が最大限に有効活用され

ることを目指す。また、コストの抑制と市民ニーズへの対応を両立するため、既存施設の

リノベーションや機能の複合化等を図る。 

②人口減少を見据えた整備更新 

新規施設の整備は、他の選択肢が無く、市民生活の充実や市内経済の発展等に寄与する

施設に限定し、既存施設については、長寿命化及び修繕を適切かつ計画的に実施する。ま

た、稼働率が低く維持管理費が高額な施設の統合・再編を検討し、解体費用等も考慮しつ
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つ不要施設を除却することで施設総量の縮減を図る。 

③施設の統合・複合化等による総量の縮減 

公共施設の統合・整理、複合化、遊休施設の活用等により、機能を維持しつつ施設の総

量を縮減することで、維持管理・改修コストの縮減を図る。また、複合施設の管理運営を

一元化するなど、運営コストの更なる縮減を図る。 

④事後修繕から予防的修繕への転換 

重大な損傷が生じてからの修繕等ではなく、計画的に予防的修繕等を実施することで、

施設機能を維持しながら長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図り、財政負担の軽減

と平準化を目指す。 

インフラ系施設の全体目標は、一般財源ベースで現状の投資額を維持しつつ、その範囲内で

費用対効果や経済効果を考慮しながら、新設及び改修・更新をバランスよく実施するものとし、

その実現のため次の⑤及び⑥の取組を推進する。 

⑤事後修繕から予防的修繕への転換【④の再掲】 

重大な損傷が生じてからの修繕等ではなく、計画的に予防的修繕等を実施することで、

施設機能を維持しながら長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図り、財政負担の軽減

と平準化を目指す。 

⑥施設更新に合わせた統廃合による総量の縮減 

上下水道施設について、需給バランスや老朽化の状況、経営状況等を予測しながら、施

設の更新に際し可能なものは配水区域や処理区域を統合することで施設の総量を縮減する。 

 

（本計画における公共施設等の整備） 

本計画に記載する全ての公共施設等の整備は、いずれも上記の公共施設等の管理に関する基

本的な考え方に適合するものである。 

具体的には、新たな建物系公共施設の整備は、人口減少時代における市民の暮らしやすさと

地域活力の向上に資するものに限定し、かつ既存施設の除却またはリノベーションを伴うもの

である。既存の建物系公共施設の整備及び保全については、いずれも施設機能の向上や長寿命

化対策、予防的修繕を目的として実施するものである。インフラ系施設についても、ライフサ

イクルコストの縮減を意識し、持続可能で安全・安心な社会基盤の形成のために必要な整備及

び保全を行うものである。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

⑴ 現況と問題点 

（移住・定住） 

本市の移住者支援制度を利用して令和２年度に移住された方は92世帯・171人に上り、４年連

続で増加傾向にある。県外からの移住は関東圏及び愛知県からが７割を超え、世帯主の世代別

では20歳～40歳代が約８割を占めている。移住理由は「働きたい会社があった」が約３割で最

も多く、次いで「土地・建物が安価」、「自然環境が良い」となっている。 

更なる移住者を呼び込み、地域に根付き長く定住していただくためには、移住後の生活面で

のサポートを充実するとともに、地域活動やまちづくりに参加しやすい環境を整えていくこと

が必要である。 

また、本市では20歳代の特に女性の転出超過が顕著に見られることから、若年世代の市内で

の結婚を応援し、市外への流出を防ぐ定住対策も重要である。 

 

（地域間交流） 

特定の地域と多様な関わりを持とうとする「関係人口」の存在が大きく注目される中、本市

では、平成28年度に発足した「飛騨市ファンクラブ」により、全国に先駆けてより関係人口の

活用に取り組んでおり、これまでに７千人を超える会員を獲得し、会員相互や市民とのさまざ

まな交流を重ねてきた。 

今後は、人と地域との関わりが生まれるメカニズムを解き明かしながら、更なる関係人口の

獲得と人材の幅を広げていくとともに、こうした方々が新たな担い手として、地域の社会経済

の発展に深く携わっていくことができる仕組みを確立していくことが必要である。 

また、本市では楽天株式会社との包括連携協定をはじめ、多様な企業や大学等との連携によ

る地域の活性化や課題解決に取り組んでおり、人口減少に起因する課題が山積する本市を実践

フィールドとしてさまざまな取組にチャレンジしていただきながら、その成果を地域の社会経

済にフィードバックしていくことが求められる。 

 

（人材育成） 

人口減少が進む中でも、市内ではさまざまなまちづくり団体が活躍し、地域に元気をもたら

していることから、こうした団体や活動に光を当てて広く世に紹介していくことで、まちづく

りの仲間を増やし、活動の幅を広げ、新たなまちづくり人材の掘り起こしと育成を図っていく

ことが求められる。 

また、人口減少時代を乗り切るためには、多様な人材が支え合って社会の中で活躍していけ

る仕組みづくりが重要である。 
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⑵ その対策 

移住・定住の促進 

・移住者が必要とする住まいや仕事の情報発信を強化するとともに、寄り添い型の相談支援体

制により移住・定住を促進する。 

・雪下ろしなど本市特有の課題等による移住者の不安解消を促進する。 

・首都圏等からの移住者による地域でのまちおこし活動を支援する。 

・飛騨地域３市１村の連携によるＰＲ活動を強化し、飛騨地域への移住定住を促進する。 

・岐阜県や飛騨地域３市１村と連携したネットワーク体制により、結婚を希望する方の相談支

援を推進する。 

・新婚世帯が市内で安心して新生活をスタートできるよう、結婚祝金や住居費用の支援により

若者世代の定住を促進する。 

 

関係人口等との関係深化によるまちづくりの推進 

・「飛騨市ファンクラブ」や「飛騨市ふるさと種蔵村」など、本市のファン拡大と相互の交流を

推進する。 

・事業者や大学等との連携により全国や海外の関係人口拡大を促進するとともに、関係深化の

メカニズムの研究を推進する。 

・「関係案内所ヒダスケ」を開設し、本市との関わりに関する情報提供や地域とのマッチングに

より、関係人口の市内でのさまざまな活動を支援する。 

・ふるさと納税の取組を強化するとともに、新たな返礼品の発掘やふるさと納税を入口とした

飛騨市ファンの獲得を推進する。 

・人材マッチング団体との連携を強化し、関係人口による産業支援体制の構築を推進する。 

 

連携・提携等による交流の推進 

・海外を含む他の自治体や大学、企業、団体等とのさまざまな形の連携を推進するとともに、

これらの主体が市内で活動を行うための拠点を誘致することで地域活動・経済への波及効果

を促進する。 

・都市部等からの副業者や兼業者の支援体制を構築し、ＮＰＯ等の民間団体との連携によりサ

テライトオフィスやシェアオフィスの設置を促進する。 

・大学や事業者等と連携し、世界最先端の宇宙物理学研究の支援を推進する。 

・市民相互のヒト・モノ・コトの交流を促進する。 

 

まちづくりを担う人材の発掘・育成の推進 

・市民個人や団体が行う大小さまざまなまちづくり活動を発掘し、広く周知するとともに、互

いに応援し合える仕組みの構築を推進する。 

・企業や団体、大学等と連携し、新たにまちづくりを担う人材の発掘と育成を推進する。 

・各団体同士の交流とまちづくり人材の育成を推進するとともに、各団体が気軽に集える拠点
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整備を推進する。 

・市民が気軽に他地域のまちづくり活動やイベントに参加できる環境整備を推進する。 

 

誰もが活躍できる仕組みづくりの推進 

・誰もが参画しやすい新たなコミュニティの形成を図るとともに、支援体制の構築を推進する。 

・特技を発揮して、自分のペースで無理なく社会参画できる仕組みづくりを推進する。 

・性別や年齢、出身等に関わらず、誰もが自分らしく活躍できる環境づくりを推進する。 

・誰もが気軽に集まることができる居場所づくりを進めるとともに、自分の活動を気軽にＰＲ

することができる場の提供を推進する。 

・子どもから高齢者まで気軽に集い触れ合うことができる拠点づくりを推進する。 

 

暮らしに必要な公共サービスの維持と人材確保の推進 

・安定的な公共サービスの維持のため、市職員数の適正管理と計画的な人材確保を推進する。 

 

⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・

地域間交流の促

進、人材育成 

⑴移住・定住 あんきな飛騨市らいふプロジェクト 飛騨市 
 

結婚支援事業 飛騨市 
 

結婚新生活支援事業 飛騨市 
 

⑵地域間交流 飛騨市ファンクラブ交流推進事業 飛騨市 
 

関係人口育成プロジェクト 飛騨市 
 

ふるさと副業支援事業 飛騨市 
 

ワーケーションオフィス開設事業 飛騨市 
 

先端科学都市構想推進事業 飛騨市 
 

地域と大学との交流連携推進事業 飛騨市・提携大学 
 

国際交流推進事業 飛騨市 
 

⑶人材育成 まちづくり活動応援事業 飛騨市 
 

 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画は、いずれも公共施設の整備及び管理を伴わないものである。 
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３ 産業の振興 

⑴ 現況と問題点 

（人手不足への対応） 

全ての産業に共通する最大の課題は人口減少に起因する人手不足であり、本市の独自調査で

は常時約250人の人手不足が明らかとなっていることから、あらゆる分野での人材の掘り起こし

に取り組むとともに、企業等が地域内外から人材を呼び込み育成していくための力を身に着け、

外国人材の活用と共生を図り、新技術の導入等により少人数でも仕事を回していける仕組みを

構築していくことが必要不可欠である。 

その一方で、職業上の理由による20歳代の転出が後を絶たないことから、ウェブ制作やデザ

イン関係等の若者が働きたくなるクリエイティブな仕事の創出を促進していくことも求められ

る。 

 

（農林水産業） 

2020年農林業センサスにおける総農家数は1,367戸と減少の一途を辿っており、基幹的農業従

事者に占める70歳以上高齢者の割合は62.6％に達し、高齢の副業的農家を中心に離農が進行し

ている。また、林業経営体数は47経営体にまで激減し、保有山林面積、素材生産量ともに減少

が続いている。 

令和元年度に全農家を対象に「人・農地プラン実質化アンケート」を実施し、耕作者の年齢

や後継者の有無、今後の営農の見込みについて調査したところ、後継者がいないと回答した65

歳以上の方が耕作する農地面積は約28％に上り、今後10年後にこれらが遊休農地化する可能性

が高いことが判明したことから、農地の集積・集約化を進めるとともに、意欲ある農業者の育

成に努めていくことが必要である。 

加えて、人口減少に伴い農地や山林への関心離れが進行していることから、生産基盤の維持

向上を図り、将来にわたって豊かな農業農村・森林環境を確保していくことが求められる。 

また、本市には、国際コンクールで最高栄誉を受賞した米をはじめ、鮎、飛騨地鶏、山菜、寒

干し大根、伝承作物といった高品質な農林畜水産物が豊富にありながら、それらを消費者が直

接手に取って購入できる場所が少なく、地域内外での認知や需要が広まっていない状況にある。 

 

（商工業） 

地域で働き、稼ぎ、消費し、納税する現役世代が減少していく中、もはや地域内だけで経済

成長を追い求めることは困難であることから、常に新しいことを考え、製品やサービスに磨き

をかけ、変化を恐れずにチャレンジする姿勢を持ち、さまざまな人や地域との交流を通じて地

域外の需要を積極的に開拓していくことが求められる。 

 

（観光） 

本市は、全国有数の観光地である高山市（飛騨高山）や白川村（世界遺産白川郷）に隣接し

ているという立地面の強みがあり、歴史文化や自然環境をはじめ観光誘客に活かせる地域資源
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が豊富に存在するものの、本市の独自調査による観光消費額単価は全国や県内平均値と比べて

非常に低いことが明らかとなっている。 

このため、まちづくりの視点も取り入れながら地域資源により磨きをかけ、その魅力や価値

を発信することで誘客を促進し、宿泊環境の充実や食事・特産品等の魅力を高めることで滞在

時間の延長と観光消費の拡大を図るとともに、地域の観光産業をけん引していく人材育成に取

り組んでいくことが求められる。 

 

（地域資源の活用） 

本市では、市域の約93％を占める森林の約７割が広葉樹であることや、約250種の有用植物が

自生する全国でも類を見ない薬草の宝庫であること、地域の伝統食材として親しまれてきた在

来えごま（あぶらえ）に機能性成分が多く含まれていることに着目し、これら３つの地域資源

を活かし、新たな価値を生み出していくための産業育成に取り組んでいる。 

 

（他市町村との連携） 

飛騨地域３市１村（高山市、飛騨市、下呂市及び白川村）の広域的な課題に対し、関係市村

が連携し一体的な取組を行うことで、飛騨地域の産業・経済の活性化及び交流人口・定住人口

の拡大を図ることを目的として飛騨地域連携協議会を設立し、飛騨地域が誇るブランドとして

広く認知されている飛騨牛、飛騨ほうれんそう、飛騨トマト、飛騨の家具をはじめ、各市村が

認定する優良な地場産品を見える化するための統一ロゴとして「飛騨国ブランド」の商標登録

を共同出願するなど、市町村の垣根を越えて飛騨地域の事業者等による地場産品の販売促進の

支援と域内経済循環の促進に取り組んでいる。 

また観光面においても、岐阜県及び飛騨地域３市１村で構成する飛騨地域観光協議会を組織

し、飛騨地域の豊富な観光資源と多彩な伝統文化を広域的に観光宣伝することで、多様化する

観光客のニーズに対応し、交流人口の増加を図り、飛騨地域の活性化に寄与するとともに、国

際観光地区として外国人観光客の誘致や受入体制の整備に取り組んでいる。 

 

⑵ その対策 

多様な人材が活躍する産業の支援 

・商工団体等との連携強化により人手不足対策に関する情報やニーズを迅速に共有するととも

に、事業所等が行うさまざまな人材確保対策を支援する。 

・農業研修機関や専業農家等と連携した新規就農者の確保及び研修システムの構築、農業研修

生の生活面等のサポートを推進する。 

・冬季における農業者の就労支援、冬期間でも実施可能な農産物及び農産物加工品の研究・開

発を促進する。 

・伝統技術や専門資格等を要する産業における後継者育成及び資格・免許取得を支援する。 

・人材マッチング団体との連携を強化し、関係人口による産業支援体制の構築を推進する。【再掲】 

・外国人技能実習生監理団体等との連携強化により事業者等のニーズに沿った支援を行うとと

もに、事業者同士の相互交流を促進する。 
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・外国人が気持ちよく安心して就労できる環境整備を促進するとともに、互いに相談し合える

仲間づくりを支援する。 

・誰もが働きやすい環境を整備する事業者等を支援するとともに、女性や高齢者、障がいのあ

る方、病を抱える方等の就労に対する不安解消を促進する。 

・高齢者が気軽に参加しやすい就労環境の整備と支援体制の構築を推進する。 

・ＮＰＯ法人等との連携により事業者等におけるインターンシップの受入を促進する。 

・事業者自らの魅力的な情報発信による人材確保力の育成を推進する。 

・事業者等の魅力を学生やＵＩターンを検討している方々にピンポイントで届けるための情報

発信を推進する。 

・市内の産業人材不足の解消のため、国家資格等を持つ人材の市外からの移住を促進する。 

 

少人数でも持続可能な産業の支援 

・土地改良事業による農地の基盤整備を行いながら、担い手農家への農地の集約を促進すると

ともに、担い手農家への負担の集中を緩和し、後継者育成を推進する。 

・地域の実情に応じた営農スタイルの構築を促進する。 

・営農意欲の維持向上に向け、狩猟体制の強化と銃猟・罠猟を主とした捕獲技術の向上等によ

り鳥獣被害対策を推進する。 

・スマート農業や遠隔医療など、新技術や新システム等の導入により省力化に積極的にチャレ

ンジする事業者等を支援する。 

・新技術の導入や技術者のスキル向上を支援し、森林施業の効率化と山林の保全を推進する。 

 

新たな事業・商品・サービスを創造する事業者の応援 

・モノづくり事業者等に寄り添った支援により、本市を代表する特産加工品等の開発・ブラン

ディングを促進する。 

・都市部や海外など地域外での新たな販路拡大を行う事業者を支援するとともに、事業者等が

チャレンジしやすい仕組みづくりを推進する。 

・インターネット等を活用した市産品の販路拡大を支援する。 

・時代の潮流を捉えた新しい事業や商品、サービスの開発・展開等に挑戦する事業者等を支援

する。 

・新技術の導入等により、既存事業の拡大を図る事業者等を支援する。 

・飛騨市ビジネスサポートセンター等により、事業者に寄り添った伴走型の相談支援体制を推

進する。 

・商工会議所や商工会等との連携を強化し、事業者等に寄り添った経営指導や相談体制により

中小企業を支援する。 

・事業者等の平時からの事業継続・事業承継を支援するとともに、災害等発生時における事業

継続の取組を支援する。 

 

自ら起業する人の支援と仕事づくり 
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・起業に対するさまざまな支援体制を構築し、起業を検討されている方が気軽に新事業に挑戦

できる環境整備を推進する。 

・新規起業者に対し、市役所をはじめ地域内から仕事を供給することで、スタートアップ段階

の経営安定を促進する。 

 

地域資源を活かした産業づくり 

・飛騨産広葉樹に関わる関係者の連携を強化し、広葉樹のまちづくりに関する取組を全国にＰ

Ｒするなど広葉樹の活用を推進する。 

・全国で広葉樹の活用に取り組んでいる他自治体や事業者等の関係者との連携により、関係者

相互の交流や商品の共同開発、販路開拓のためのＰＲを推進する。 

・広葉樹生産・流通・加工・製造事業者等との連携により、小径木を中心とした多様な広葉樹

の流通の新しい仕組みづくりを推進する。 

・小径材の新たな活用方法を研究し、小径木広葉樹を高価格で販売できる新商品の開発を促進

する。 

・他自治体や岐阜県、林業事業者等との連携により、広葉樹林の高付加価値化に必要な知見・

技術を有した人材育成を推進する。 

・薬草の振興に関わるＮＰＯや市民団体、企業等と連携し、薬草活用拠点施設「ひだ森のめぐ

み」を核とした薬草料理教室や薬草活用体験会、イベント開催等より薬草の活用を推進する。 

・全国の薬草活用自治体や団体等との連携を強化し、薬草を活かしたまちづくりのＰＲを推進

する。 

・市民や観光客に身近に薬草を感じてもらえるよう、薬草を活用した商品・料理等の開発・提

供を行う事業者等を支援する。 

・大学や専門機関等との連携を強化し、薬草の食品としての栄養や薬理効果等について調査研

究を進め、市民の健康寿命の延伸を推進する。 

・飛騨産えごまの生産規模拡大を促進し、市内の至る所で飛騨産えごまの活用が見られるよう、

えごま料理の開発や商品造成を支援する。 

 

観光客のニーズに合わせた受入環境整備の推進 

・天生・池ヶ原・深洞湿原への誘客を推進するとともに、安心して自然景観を楽しめる環境整

備を推進する。 

・飲食や特産品等の新商品開発を支援するとともに、産業分野の垣根を超えて各種団体等と連

携したＰＲ活動を推進する。 

・空き家等を活用したゲストハウスなど長期滞在しやすい宿泊環境の整備等を支援するととも

に、ヒトやモノのシェアによる遊休資産等の活用を促進する。 

・外国人や障がいのある方、高齢者、宗教上の制限がある方など、誰もが楽しめる観光地づく

りのため、インターネット環境の整備や食の多様性（フードダイバーシティ）への対応など、

ハード・ソフト両面のバリアフリー化を推進する。 

・出版社等のプレスや旅行エージェントとの交流を図り、積極的な誘致活動により本市の認知
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度向上とプロモーション力の強化を推進する。 

・飛騨市観光協会やＮＰＯをはじめとする各種団体、大学等と連携し、マーケターやコーディ

ネーター等、観光関連事業の中心となって動ける組織や人材育成を進めるとともに、新たな

誘客手法の開拓を推進する。 

・スポーツ大会や合宿、文化芸術活動や大学ゼミ、国際会議等を積極的に誘致し、受入体制の

整備等により市内でのさまざまな活動を支援する。 

・主要な観光施設等の環境整備により、施設に求められる役割や機能の維持向上を図り、来訪

者に満足していただける観光・交流拠点づくりを推進する。 

・小さなお子さんが多く集まる公園等の環境充実を推進する。 

 

ヒト・モノ・コトを楽しむ新たな観光コンテンツの開拓 

・飛騨古川まつり会館やひだ宇宙科学館カミオカラボ、レールマウンテンバイクガッタンゴー

を活用した観光客の滞在時間延長を推進する。 

・事業者や市民と連携し、起し太鼓の里広場の有効活用や、通年体験メニューの造成、事業者

等と連携したナイトタイムエコノミー等により観光消費の拡大を促進する。 

・アニメや映画、映像作品を活用したコンテンツツーリズムを推進するとともに、市民を主体

とした“おもてなしの心”により本市を舞台とした映像コンテンツ制作を支援する。 

・まちや自然の魅力を伝える観光ガイドツアーの拡大とガイド育成を推進する。 

・本市特有の地域資源や歴史文化を活用した既存コンテンツの拡充と新たな観光コンテンツづ

くりを推進する。 

・関係団体や企業と連携し、クアオルト健康ウオーキングをはじめとする個々人のペースに応

じた効果的な運動によるヘルスケアツーリズムを推進する。 

 

都市部への訴求力が高い農林畜産業づくり 

・農産物直売施設を核とした農産物及び農産加工物等の地産地消、地産外商の強化を推進する。 

・ふるさと納税を足掛かりとしたインターネット販売や、アンテナショップ等による農産物及

び農産加工物の販路拡大を推進する。 

・事業者等との連携を強化し、国際的に評価されている飛騨米のブランディングにより、高付

加価値化した商品としての都市部での販路拡大を推進する。 

・飛騨市に古くから伝承している飛騨地域特有の農産物を継承及び活用していくための仕組み

づくりを推進する。 

・生産者や消費事業者等との連携を強化し、市内飲食店や宿泊施設等での飛騨市産農作物の流

通を促進する。 

・飛騨地鶏や飛騨市産経産牛のブランディングによる販路拡大を進めるとともに、市内での認

知度向上を推進する。 

・飛騨市家畜診療所を核とした診療体制の強化を図り、飛騨牛の増頭と牛白血病等の家畜伝染

病の予防対策を推進する。 

・飛騨地域３市１村での連携により、令和４年度の全国和牛能力共進会の応援体制を強化し、
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飛騨牛のブランディングを推進する。 

 

農林畜産業を支える基盤整備の推進 

・生産基盤の計画的な整備を行うとともに、農業用水路や林道施設等の長寿命化による長期的

な施設機能の確保に向けた保全対策を推進する。 

・良好な営農環境及び農地の多面的機能を維持し、地域全体で荒廃農地を防ぐ取組を推進する。 

 

⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興 ⑴基盤整備 

農業 

農地集積促進事業 飛騨市 
 

⑶経営近代化施設 

農業 

県営土地改良事業負担金 

（経営体育成基盤整備事業） 

岐阜県 
 

県営土地改良事業負担金 

（中山間地域総合整備事業） 

岐阜県 
 

県営土地改良事業負担金 

（かんがい排水事業） 

岐阜県 
 

県営土地改良事業負担金 

（ため池等整備事業） 

岐阜県 
 

⑷地場産業の振興 

流通販売施設 

農産物直売施設建替事業 飛騨市 
 

⑸企業誘致 企業立地促進事業助成金 飛騨市 
 

⑼観光又はレクリエー

ション 

防災・安全交付金事業 

（公園施設長寿命化） 

飛騨市 
 

市単公園施設整備保全事業 飛騨市 
 

ロストラインパーク整備保全事業 飛騨市 
 

観光施設整備保全事業 飛騨市 
 

⑾その他 地元就職応援事業 飛騨市 
 

女性・高齢者等社会進出促進事業 飛騨市 
 

外国人材活躍促進事業 飛騨市 
 

農村自慢づくりプロジェクト 飛騨市 
 

新規就農者応援事業 飛騨市 
 

担い手農業者応援事業 飛騨市 
 

繁殖雌牛保留・導入支援事業 飛騨市 
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広葉樹のまちづくり推進事業 飛騨市 
 

民有林整備事業 飛騨市・林業事業

者 
 

薬草ビレッジ構想推進プロジェクト 飛騨市 
 

商工業活性化包括支援事業 飛騨市 
 

ビジネスサポートセンター運営事業 飛騨市 
 

モノづくり事業者育成プロジェクト 飛騨市 
 

ネットショップ応援事業 飛騨市 
 

コンベンション推進事業 飛騨市 
 

飛騨みんなの博覧会開催事業 飛騨市 
 

体験型観光コンテンツ造成事業 飛騨市 
 

ロケツーリズム推進事業 飛騨市 
 

観光人材育成事業 飛騨市 
 

 

⑷ 産業振興促進事項 

産業振興促進区域及び振興すべき業種は次のとおりとし、上記⑵及び⑶に掲げる施策の推進

により、その持続的な発展及び振興を促進する。 

産業振興促進区域 業  種 計画期間 備考 

飛騨市の全域 
製造業、旅館業、農林水産物等販

売業、情報サービス業等 
令和３年４月１日～令和８年３月３１日  

 

⑸ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画にかかる個別施設計画の基本的な方針は次のとおりである。 

（農林業系インフラ施設） 

別途定める「農道保全対策個別施設計画」「水路施設保全計画」等に基づき、計画的な定期点

検による機能維持と長寿命化を図る。 

（公園施設） 

別途定める「公園施設長寿命化計画」に基づく予防保全型管理による計画的な改修により更

新時期の延伸を図る。また、公園建物系施設は、都市公園として規定されておらず利活用の少

ないものを除き、計画的な予防保全による長寿命化を図る施設に分類する。 

（産業観光施設） 

施設の利用度、維持管理に係る収支、将来事業費の面から改廃リスクの高い施設と評価判定
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されるものもあるが、地域雇用・地域活力の維持に資する施設や災害時の指定避難所とされて

いる施設もあることから、予防保全により突発的な大規模修繕を防止しながら長寿命化を図る

ものと、事後保全により長寿命化を図りつつ、市民サービスの低下とならない範囲で機能集約、

効率的・効果的な施設再改編等を検討していくものの大きく２つに分類し、それぞれの観点か

ら適切な維持管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

４ 地域における情報化 

⑴ 現況と問題点 

（情報化全般） 

本市では、全域に高速ブロードバンド回線が普及しており、今後数年内には光ファイバーに

よる超高速化が完了する見込みである。また、居住地全域でＬＴＥ通信回線が利用可能である。 

最近では、新型コロナウイルス感染症への対応を契機として、オンライン会議やテレワーク

の普及が進み、小・中学校ではＩＣＴ教育を推進し、産業分野ではスマート農業や介護ロボッ

ト等の新技術が導入され、市民生活においても地元金融機関が手掛ける電子地域通貨が決済イ

ンフラとして定着しつつあるなど、地域の情報化が急速に進んでいる。 

こうした革新的な情報技術は、人手不足の解消や働き方改革の推進、移住・定住の促進、市

民生活の質の向上といった面でも大きく期待されることから、民間企業が提供する情報技術サ

ービス等を積極的に活用し、地域のデジタルトランスフォーメーションを推進していくことが

求められる。 

その一方で、高齢者等のデジタル弱者が地域の社会経済から取り残されることがないよう十

分配慮していく必要がある。 

 

（ケーブルテレビ） 

山間地の情報インフラを支えてきた市営ケーブルテレビ網は、伝送路等の老朽化が著しく進

行し更新時期を迎えたことから、民間通信事業者にケーブルテレビ事業を移譲し、老朽設備の

再整備を推進している。 

民設民営方式へと移行するにあたり、人口減少に伴う今後のサービス需要の減少が見込まれ

る中で、いかに持続可能な情報通信サービスを提供していくかが大きな課題である。 

 

（防災行政無線） 

本市の防災行政無線システムは整備から20年以上が経過し、通信施設、屋外拡声子局設備及

び戸別受信機の老朽化対策が大きな問題となっていることから、健全な設備機能を維持しつつ、

国が推進するデジタル通信方式の動向を見極めながら、再整備に向けた検討を進めていく必要

がある。 

 

（情報発信） 

ＳＮＳ等の普及により市民の情報収集手段が多様化していることから、行政情報等の効果的・

効率的な発信方法を検討していくことが求められる。 

 

⑵ その対策 

革新技術の活用による情報化の推進 

・Society5.0の具現化に向け、各行政分野におけるＩｏＴ、５Ｇ、ロボットなどの活用を図る
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とともに、市民が活用しやすい環境整備を推進する。 

・ケーブルテレビやインターネットなど情報インフラ網の整備運営に関する民間企業等との連

携を図り、持続可能なサービス提供体制を推進する。 

・小・中学校のＩＣＴ教育環境を整備し、教育の情報化を推進する。 

・ケーブルテレビや広報誌、ＳＮＳ等を活用し、市政の情報等を市民へ的確に提供するととも

に、内容の充実を推進する。 

・災害・被災・避難等の情報をあらゆる媒体を活用し市民へ迅速に伝達するとともに、新たな

伝達手法の検討を推進する。 

・スマート農業や遠隔医療など、新技術や新システム等の導入により省力化に積極的にチャレ

ンジする事業者等を支援する。【再掲】 

・インターネット等を活用した市産品の販路拡大を支援する。【再掲】 

・外国人や障がいのある方、高齢者、宗教上の制限がある方など、誰もが楽しめる観光地づく

りのため、インターネット環境の整備や食の多様性（フードダイバーシティ）への対応など、

ハード・ソフト両面のバリアフリー化を推進する。【再掲】 

 

⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

３ 地域におけ

る情報化 

⑴電気通信施設等情報化のための施設 

有線テレビジョン放送施設 

ケーブルテレビ再整備事業負担金 飛騨市・情報通信

事業者 
 

防災行政用無線施設 防災行政無線保全事業 飛騨市 
 

⑶その他 自治体情報アプリ導入事業 飛騨市 
 

ドローン活用プロジェクト 飛騨市 
 

電子図書館サービス導入事業 飛騨市 
 

 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画にかかる個別施設計画の基本的な方針は次のとおりである。 

（無線・通信施設（建物系施設）） 

建物系施設は局舎建屋等に限られ、機能を継続すべき重要施設であることから、予防保全型

により管理継続する施設に分類する。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

⑴ 現況と問題点 

（道路） 

急峻な山間地に集落が点在する本市では、集落間や公共施設、産業施設、観光資源等を連絡

する道路ネットワークが最も重要な交通インフラである。 

市道の総延長は541.7km、橋りょう数は339橋に上り、改良率は49.7％、舗装率は79.5％と未

整備の区間も多く残されている。また多くの道路施設は高度経済成長期以降に集中的に整備さ

れたものであることから老朽化対策が欠かせず、高齢者の増加等に配慮した交通安全対策、激

甚化・頻発化する自然災害に備えた強靭化対策、冬季の除排雪対策など、道路の整備及び保全

の重要性は益々高まっている。 

これらは市道の機能を補完する農道・林道についても同様であり、膨大な道路ストックに対

し、限られた予算の中で市民生活や産業への影響等を判断しながら、地域の社会経済の持続的

発展に向けた整備を推進していくことが求められる。 

 

（公共交通） 

本市の地域公共交通サービスは、ＪＲ高山本線及び民間路線バスを幹線路線として、これを

補完するため市が運行するコミュニティバス（地域路線）や乗合タクシー、民間タクシー会社、

要介護者等の移送サービス（福祉有償運送）により構成され、近年の利用者数は横ばいである

が、１便当たりの平均利用者数が１人以下の便も多く、財政負担の抑制と利用者の増加対策が

大きな課題である。 

その一方で、学生の通学や高齢者の通院・買い物にかかる利用者ニーズは高く、移動制約者

が自立した日常生活を送るための「足」を確保していく必要があることから、持続可能な地域

公共交通を目指し、より使いやすい体系への改善を図るとともに、「使って守る地域公共交通」

という意識の市民への浸透を図っていくことが求められる。 

 

⑵ その対策 

安心して暮らせる道路交通体系の整備 

・地域をつなぐ道路ネットワークを確保するため、道路の改良や補修、交通安全対策等を進め、

地域間の交流や産業の振興を推進する。 

・スーパーカミオカンデへのアクセス道路である市道跡津川線の改良により通行の安全性を高

め、宇宙物理学研究の環境向上を推進する。 

・定期的な点検と補修により橋梁・トンネル等の道路施設の長寿命化を推進する。 

・道路の安全性を高めるため、幹線道路等の橋梁耐震化や法面対策等を推進する。 

・経済団体や飛騨地域３市１村で連携し、国道41号、360号、471号、県道等の整備促進にかか

る国・県への要望活動を推進する。 

・積雪時の安全な道路通行を確保するため、除雪機械及び消融雪設備の計画的な整備・更新と
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適正な運用を推進する。 

・道路ネットワークを補完する農林道の整備や定期的な点検、補修等を推進する。 

・生産基盤の計画的な整備を行うとともに、農業用水路や林道施設等の長寿命化による長期的

な施設機能の確保に向けた保全対策を推進する。【再掲】 

・通学、通院、買い物、入浴等の外出等の支援に重点を置きつつ、企業等と連携し、市民のニー

ズの把握による路線の新設や廃止等も踏まえた公共交通サービスの提供を推進する。 

・市民・地域・事業者等との連携による新たな公共交通の仕組みづくりを推進する。 

・経済団体や飛騨地域３市１村で連携し、市民の利便性向上のための国・ＪＲ等への要望活動

を推進する。 

 

⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手段

の確保 

⑴市町村道 

道路 

社会資本整備総合交付金事業 

（新設・改築） 

飛騨市  

防災・安全交付金事業 

（交通安全・災害防除・側溝改良） 

飛騨市  

地方創生道整備交付金事業 

（改築・改良） 

飛騨市  

地方創生道整備交付金事業 

（市道跡津川線代行事業） 

岐阜県  

街なみ環境整備事業 

（無電柱化） 

飛騨市  

市単道路整備保全事業 飛騨市  

橋りょう 防災・安全交付金事業 

（橋りょう耐震化） 

飛騨市  

道路メンテナンス事業 

（橋りょう長寿命化） 

飛騨市  

その他 防災・安全交付金事業 

（消融雪設備） 

飛騨市  

⑵農道 県単農道整備事業 飛騨市  

市単農道整備保全事業 飛騨市  

⑶林道 地方創生道整備交付金事業 

（開設・改良） 

飛騨市  

農山漁村地域整備交付金事業 

（改良） 

飛騨市  

県単林道整備事業 飛騨市  

市単林道整備保全事業 飛騨市  

⑹自動車等 

 自動車 

公共交通車両配備事業 飛騨市  
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⑻道路整備機械等 道路除雪機械配備事業 飛騨市  

⑼過疎地域持続的発展特別事業 

公共交通 

民間バス路線維持費負担金 飛騨市・公共交通

事業者 

 

民間バス利用料金差額負担金 飛騨市・公共交通

事業者 

 

⑽その他 通院タクシー利用助成金 飛騨市  

福祉有償運送事業補助金 飛騨市  

おでかけボランティア送迎支援事業 飛騨市  

 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画にかかる個別施設計画の基本的な方針は次のとおりである。 

（土木系インフラ施設） 

別途定める「飛騨市舗装修繕計画」「飛騨市側溝修繕計画」「橋梁長寿命化計画」「飛騨市道路

橋梁等維持管理個別施設計画」等に基づき、計画的な予防保全型の維持管理に移行し、施設の

長寿命化と維持管理コストの平準化・低減を図る。 

（農林業系インフラ施設） 

別途定める「農道保全対策個別施設計画」「水路施設保全計画」等に基づき、計画的な定期点

検による機能維持と長寿命化を図る。 
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６ 生活環境の整備 

⑴ 現況と問題点 

（水道・下水道） 

本市の水道・下水道事業は、山間地に集落が点在する地理的条件から広域的な整備が困難で

あり、各地に小規模な施設が整備されてきた経緯から、水道管路延長371km、浄水処理施設53箇

所、下水道管路延長256km、汚水処理施設19箇所と、人口規模に対して施設等のストックが多い

という特徴がある。 

人口減少や生活様式の変化に伴い水需要と収入の減少が予測される中、施設等の機能を維持

していくためには老朽化対策や耐震化整備が必要不可欠であることから、市民への丁寧な理解

啓発を図りながら、持続可能な事業経営に取り組んでいくことが求められる。 

 

（環境衛生施設） 

本市の環境衛生施設は、ごみ焼却施設・再資源化施設各１箇所、し尿処理施設２箇所、火葬

場２箇所を設置し、市民の良好な生活環境を支えている。 

し尿処理施設については、人口減少に伴い搬入量が減少しており、各施設の老朽化が進行し

ていることから、一方をし尿の中継施設へと転換し、浄化・焼却機能を集約する統合化整備に

より、効率的な施設運用を図るものとしている。 

 また、ごみ焼却施設の負荷軽減による延命化と豊かな自然・生活環境の保全を図るため、官

民一体となってごみ減量化とリサイクルの推進に取り組んでいる。 

 

（消防施設） 

本市の救急・消防体制は、２消防署と１分署及び各地の消防団により組織し、限られた人員

の中で、広大な市域における安全で安心な市民生活の確保に取り組んでいる。 

消防団員の高齢化が進み、団員数も減少傾向にあることから、多様な人材が活躍できる環境

整備と団員の負担軽減を促進していくことが求められる。 

 

（住環境） 

本市の住宅事情は、持ち家率は84％と高いものの、古くから利用されてきた住宅が多く、現

代的な生活様式への対応に遅れが見られ、空き家の増加も目立ってきていることから、安全で

快適に暮らせる住宅へのリフォームや空き家の流動化を促進するとともに、移住・定住のイン

センティブにつながる住宅取得の支援や伝統的な街並み景観の保全対策に取り組んでいく必要

がある。 

 

（防災・防犯） 

近年激甚化する自然災害から市民の生命・財産を守るためには、行政による事前対策の充実

強化に加えて、一人ひとりが自分の身を守る「自助」、ご近所や職場など身近な人々で助け合う

「共助」が機能することが重要であり、防災士や地域防災リーダー等の人材育成を図るととも
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に、地域のコミュニティ力の維持向上を促進していくことが求められる。 

 

⑵ その対策 

安心して暮らせる生活環境の確保 

・水道設備の健全な維持と耐震化等により安心安全な水を各家庭に供給できるよう計画的な整

備を推進する。 

・下水道設備の健全な維持と耐震化等による安定的な汚水処理環境の整備を推進する。 

・市民への上下水道利用に関するさまざまな啓発や情報発信を推進する。 

・将来の人口規模に沿ったし尿処理施設等の統廃合により、安定的なごみ・し尿処理環境の整

備を推進する。 

・誰もが安心して暮らせる救急・消防体制の維持と人材確保を推進する。 

・女性や高齢者等が活躍できる環境整備や、消防操法大会のあり方を検討し、持続可能な消防

団体制の整備を支援するとともに、市消防本部との連携強化を推進する。 

・市民の快適で住みよい住環境の整備を支援するとともに、空き家の流動化による利活用を促

進する。 

・景観形成地区における街並み景観の魅力を高め、市民や来訪者が快適に過ごせる住環境の構

築を促進する。 

 

豊かな自然と水を守り後世に引き継ぐ仕組みづくり 

・市民や企業等との連携によるゴミ減量の取組を推進する。 

・市民がゴミを分別し、リサイクル回収しやすい環境整備を推進する。 

・市民との協働により不用となった物を再利用するリユース活動を支援する。 

・ゴミ減量の取り組みを推進する地域のリーダーの育成を推進する。 

・学校や飲食店・宿泊施設等と連携し、食べ残し等食品廃棄の減量を推進する。 

・ゴミの不法投棄防止の取組を推進する。 

 

地域の防災・防犯力の強化 

・各地域での見守り体制を強化するとともに、災害時等の避難体制の構築を促進する。 

・地域の防犯に対する意識啓発を推進するとともに、設備等の設置により地域の防犯力強化を

促進する。 

・防災士の育成と専門講習によるフォローアップ体制を構築するとともに、市民への防災意識

の啓発を推進する。 

・市民や企業、団体等と連携した避難所運営体制の構築を推進する。 

・基本的な防災備蓄品の計画的な配備にあわせ、乳児や障がいのある方など各分野に必要な備

蓄品の配備を推進する。 

・介護施設や医療機関等の福祉避難所体制の強化と備蓄品等の配備を促進する。 

・被災時の市役所や各振興事務所の事業継続体制の強化を推進するとともに、飛騨市社会福祉
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協議会等と連携し、外部からの受援体制整備を推進する。 

・災害・被災・避難等の情報をあらゆる媒体を活用し市民へ迅速に伝達するとともに、新たな

伝達手法の検討を推進する。【再掲】 

・被災時や救急時の支援活動等を行える環境の整備と人材育成を推進する。 

・大学等との連携により防災に関する調査・研究を推進する。 

・市管理の河川・水路施設における洪水時の流下阻害となる箇所の護岸等の整備や改修を進め、

流下能力の向上を推進する。 

・土砂災害により人命等に危害が及ぶ恐れのある個所においてハード対策を推進する。 

・経済団体や飛騨地域３市１村で連携し、河川・砂防施設の整備や治山事業等の防災・減災対

策について国・県への要望活動を推進する。 

 

⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の

整備 

⑴水道施設 

上水道 

水道施設整備保全事業 飛騨市  

⑵下水処理施設 

公共下水道 

社会資本整備総合交付金事業 

（未普及対策） 

飛騨市  

防災・安全交付金事業 

（地震対策） 

飛騨市  

⑶廃棄物処理施設 

し尿処理施設 

し尿処理施設統合整備事業 飛騨市  

⑸消防施設 常備消防車両等配備事業 飛騨市  

消防団車両等配備事業 飛騨市  

消防団器具庫整備保全事業 飛騨市  

⑹公営住宅 公営住宅長寿命化対策事業 飛騨市  

⑺過疎地域持続的発展特別事業 

生活 

住宅リフォーム補助金 飛騨市  

住宅新築・購入支援助成金 飛騨市  

⑻その他 ごみ減量化・リサイクル推進事業 飛騨市  

防災活動支援事業 飛騨市  

防災備蓄品配備事業 飛騨市  

 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画にかかる個別施設計画の基本的な方針は次のとおりである。 

（水道・下水道系インフラ施設） 
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別途定める「飛騨市水道事業ビジョン」「飛騨市水道事業経営戦略」「飛騨市水道事業アセッ

トマネジメント（資産管理）計画」「飛騨市下水道ストックマネジメント計画」「飛騨市下水道

総合地震対策計画」「飛騨市下水道事業経営戦略」等に基づき、持続可能な水道・下水道事業の

実現に向けて、保有施設個々に予防保全の視野に立った計画的、効率的な改修・更新を実施し

ていく。 

（環境衛生施設） 

市民生活に欠かせない日常的な利用施設であることから、政策的優先度の高い重要施設とし

て管理継続し、計画的な予防保全による長寿命化を図る施設として分類する。 

（消防施設（建物系施設）） 

簡易な消防器具庫等については、管理継続として機能を維持しつつ長寿命化を図りながら、

今後の市民ニーズの変化に適合した転用、機能集約、譲渡など、効率的・効果的な施設再改編

を検討する施設に分類する。 

（公営住宅） 

別途定める「飛騨市公営住宅等長寿命化計画」に基づく計画的な予防保全による長寿命化を

推進するとともに、老朽化が著しい一部施設については、今後の市民ニーズの変化に適合した

効率的・効果的な施設再編を検討する。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

⑴ 現況と問題点 

（子育て支援） 

本市では、公立５保育園と私立３保育園に加え、６つの子育て支援センターを設置し、保健

センターや医療機関、学校等と連携しながら、子育て世帯の支援に取り組んでいる。 

市内の子どもの数は大きく減少が続いている一方で、生産年齢人口の減少に伴う人手不足の

影響や家庭環境の変化により未満児保育を希望される保護者が増加しており、年々多様化する

保育ニーズにしっかりと対応し、出産・子育ての不安や悩みに寄り添った相談支援体制の充実

を図るとともに、市民ニーズの高い子どもの遊び場の整備を推進していくことが求められる。 

 

（介護・高齢者支援） 

本市の介護分野における最重要課題は人材確保である。平成28年に市内の特別養護老人ホー

ムにおいて、夜勤者の不足により増床整備した施設の供用開始ができない事態が発生したこと

を受けて、大胆かつ重層的な介護人材の確保支援策を開始し、平成30年度からは医療・福祉人

材に、令和元年度からは介護支援専門員にも対象を拡充し、多様な人材確保の支援を図ってき

たことで、現在では外国人介護人材が現場で活躍する姿も見られている。 

しかし、介護を必要とする割合が高まる75歳以上の高齢者の人口は2025年にピークを迎え、

2035年には老年人口が生産年齢人口を上回ることが予測されており、介護人材の需要は今後

益々増加していくことから、手を緩めることなくより一層の人材確保対策を推進し、誰もが必

要な介護・福祉を受けられる体制づくりに努めていくことが必要である。 

また、何らかの支援を必要とする75歳以上の高齢者が増加していく中、元気な高齢者を増や

し、支える側に回ってもらうための取組を推進するとともに、住み慣れた地域で自分らしい生

活を最期まで送れるように地域内でサポートし合う地域包括ケアシステムを実践していくこと

が必要不可欠である。 

 

（障がい児者支援） 

本市では、ここ数年の間に発達支援センターの体制強化や児童精神科クリニックの開設、民

間事業者の参入支援、児童複合施設・多機能型障がい者支援センターの整備を立て続けに推進

し、乳幼児期から高齢期までライフステージに応じた切れ目のない障がい児者支援体制の充実

強化に取り組んできた。 

市民の100人に７人が何らかの障がいがあり、自らの力で暮らしていくことが困難な立場にあ

る人たちの支援に取り組むことは行政の最も重要な役割であることから、さまざまな障がいを

理解し、優しく受け止めていくとともに、障がい児者の社会参画や就労を促進し、いつまでも

安心して暮らしていける地域づくりを推進していくことが必要である。 

 

（生活困窮者支援） 

本市では、地域生活安心支援センターを開設し、幼児から大人までさまざまな悩み事の総合
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的な相談支援に取り組んでいる。 

これにより市民が抱えていたさまざまな悩みや不安の実態が掘り起こされ、中でも閉じこも

りの方の将来的な生活困窮リスクに関する相談が多く寄せられていることから、困窮に陥る前

のセーフティネットとして、社会復帰から就労までの道のりを段階的に歩んでいけるよう、一

人ひとりの悩みに寄り添ったサポート体制の強化が求められる。 

 

（健康増進） 

市民の健康状態の特徴として、脳や心臓の血管に関係する病気、すなわち、脳梗塞、脳出血、

心筋梗塞等による死亡が、死因別死亡数の約２割を占めることが挙げられる。 

平成30年度の国民健康保険特定健診の結果では、こうした疾患のリスク要因が高い指標であ

る血圧、尿酸値、血糖値が高い市民が非常に多く、受診者に対する割合を見ると県内でも全て

ワースト上位に位置しており、中でも高血圧に該当した方は受診者の9.2％となり県内ワースト

１位を記録している。 

 この大きな原因は塩分の摂りすぎであり、３歳児から中高生、若者、壮年期の尿中塩分を測

定した結果、いずれの年代でも日本人の食事摂取基準の目標値を超える塩分を摂取している方

が多いことが判明しており、全世代における減塩習慣の定着と自発的な健康づくりを促進する

ことで、疾病予防と健康寿命の延伸を図り、医療・介護費用の削減と現場の負担軽減に努めて

いく必要がある。 

 

⑵ その対策 

安心して楽しく子育てできる環境づくり 

・季節・天候等を気にせず気軽に安心して遊ぶことができる場の整備を行うとともに、保育所

環境の維持向上や各種公共施設におけるベビーシートや授乳室等の整備を推進する。 

・小さなお子さんが多く集まる公園等の環境充実を推進する。【再掲】 

・母親との積極的なコミュニケーションを図り、母子の健康管理を支援するとともに、乳幼児

の疾病予防を推進する。 

・保護者のニーズに沿った保育体制と保育士確保対策を推進する。 

・助産師や医療機関等と連携し、産前産後の不安解消のため、専門職や妊産婦同士で気軽に相

談できる環境整備を推進する。 

・産前産後の子育て負担を軽減し、産後うつ予防を推進する。 

・子どものライフステージに応じた家庭の経済負担の軽減を推進する。 

・市民や団体等と連携し、放課後等に子ども達が安心して過ごすことができる子どもの居場所

づくりを促進する。 

 

必要な介護・福祉を受けられる体制づくり 

・本市出身の医療・介護・福祉人材への就職情報の提供を強化するとともに、地域の医療機関

等を含めた医師・看護師・コメディカル等の人材確保対策を推進する。 

・外国人やシニア世代の活用を含めたさまざまな介護人材確保・育成対策や、既存の介護職員



38 

 

の負担軽減や仕事への意欲醸成に取り組む事業者を支援する。 

・大学や専門学校等と連携し、介護職等の育成から市内就職までを支援する。 

・市内の産業人材不足の解消のため、国家資格等を持つ人材の市外からの移住を促進する。【再掲】 

・市内で働く医療・介護・福祉職の学習環境の構築等を推進する。 

・地域の医療、介護、福祉の現場の連携により家族全体を支えていくため、職域を超えた地域

の看護師同士の連携の深化を促進する。 

・在宅医療・介護の家族負担を軽減するとともに、提供サービスの充実と地域による生活支援

の強化を推進する。 

・市内介護・福祉施設等のサービス提供体制整備や設備投資等を支援する。 

 

最期まで住み慣れた場所で暮らせる仕組みづくり 

・高齢者等の買い物弱者が安心して買い物や語らいができる場づくりと、事業者への支援を推

進する。 

・高齢者の外出による健康維持を促進するとともに、除雪やゴミ捨て等の生活に関する困りご

との解消を推進する。 

・地域見守り支援員による高齢者の見守り体制強化と認知症に対する市民への普及啓発を推進

する。 

・高齢者が安心して暮らせる拠点の整備を推進する。 

・高齢者や障がいのある方が安心して利用できるよう、公共施設等のトイレの洋式化とベビー

ベッド等の設置を推進するとともに、集落有集会施設等のトイレ洋式化を支援する。 

・高齢者が気軽に参加しやすい就労環境の整備と支援体制の構築を推進する。【再掲】 

・遺族に寄り添った支援体制を整備するとともに、生前にできるさまざまな終活の市民周知と

支援を推進する。 

・犯罪や交通事故等で突然亡くなられた方の遺族に寄り添い、さまざまな支援体制の構築を推

進する。 

・個人墓地の維持管理等について現状の把握を行い、安心して最期まで暮らすことができる環

境整備を推進する。 

 

障がいのある方の生活環境整備と就労の促進 

・障がいのある方が安心して日中過ごすことができる拠点等の整備を推進するとともに、民間

事業者によるサービス等の拡大を促進する。 

・障がいのある方が一人でも安心して生涯暮らすことができる拠点の整備やサービスの拡充を

推進する。 

・飛騨市こどものこころクリニックを核として、地域生活安心支援センターや保育園、学校、

事業者等との連携により、早期の治療と家族全体を支える体制の構築を推進する。 

・障がいのある方の社会参画や就労を促進するとともに、受入事業所等の拡大を促進する。 

・さまざまな障がいを市民が理解し、地域全体で見守る環境づくりを推進する。 

・さまざまな重度の障がいがある方の就労支援体制の研究を進め、支援体制のノウハウ蓄積と
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市内事業者等への横展開を推進する。 

 

弱い立場の方や暮らしに困難を抱える方への支援 

・医療関係者や支援事業者等との連携により、閉じこもり等の方たちの心のサポート強化を推

進する。 

・閉じこもり等の方たちが相談しやすい体制を構築するとともに、居場所づくりを推進する。 

・閉じこもり等の方たちの就労まで寄り添ったサポートにより、生活の自立を支援する。 

・ひとり親家庭が抱えるさまざまな困りごとの実態を把握し、生活や就労を支援する。 

・誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現のため、生きることを包括的に支援する体

制づくりを推進する。 

 

全世代の健康づくりの推進 

・全ての世代における減塩の取組を推進する。 

・健康診断や人間ドックの定期的な受診を促進し重症化を予防するとともに、相談体制を強化

し早期治療や生活習慣の改善を推進する。 

・市民の健康づくりを推進し、機運醸成を図るリーダーを育成するとともに、気軽に健康に関

する取組を実施できる環境づくりを推進する。 

・疾病予防を目的としたワクチン接種等の支援を推進する。 

・高齢者が気軽にリハビリや軽運動に取り組める場づくりと、専門職員による健康づくりを推

進する。 

・医療・介護予防・保健事業の連携による高齢者の口腔ケアの取組を推進する。 

・保健センター等の施設機能の維持向上を図り、高齢者や乳幼児連れの保護者等が不安なく訪

れることができる環境整備を推進する。 

 

⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の確保、高齢者

等の保健及び福

祉の向上及び増

進 

⑴児童福祉施設 

保育所 

保育所施設整備保全事業 飛騨市・私立保育

園 

 

⑷介護老人保健施設 医療・介護機器等整備事業 

（介護医療院たかはら） 

飛騨市  

⑸障害者福祉施設 

障害者支援施設 

障がい者グループホーム整備事業 飛騨市  

障がい児者支援事業所参入促進補助

金 

飛騨市・障害福祉

サービス事業者 

 

⑺市町村保健センター及び 

母子健康包括支援センター 

古川町総合保健福祉センター空調設

備改修事業 

飛騨市  

⑻過疎地域持続的発展特別事業 

児童福祉 

入園・入学準備品購入支援金 飛騨市  

⑼その他 医療・介護・福祉人材確保対策事業 飛騨市  
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産前産後ママサポプロジェクト 飛騨市  

全天候型子どもの遊び場整備事業 飛騨市  

子どもの居場所づくり支援事業 飛騨市  

みんなの居場所づくり支援事業 飛騨市  

いきいき地域生活応援事業 飛騨市  

買い物弱者対策事業 飛騨市  

雪下ろしサポートセンター事業 飛騨市  

家族介護者応援手当交付金 飛騨市  

終活支援事業 飛騨市  

地域生活安心支援センター運営事業 飛騨市  

こどものこころ支援室運営事業 飛騨市  

社会的孤立者等自立支援事業 飛騨市  

まめとく健康ポイント事業 飛騨市  

減塩チャレンジプロジェクト 飛騨市  

 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画にかかる個別施設計画の基本的な方針は次のとおりである。 

（子育て支援施設） 

地域における希少性や活力維持、災害時における避難所として指定されているものもあるこ

とから、管理継続し予防保全による長寿命化を図る。なお、地域の児童数の減少が著しい一部

施設については、今後の市民ニーズの変化に適合した効率的・効果的な施設再改編を検討する。 

（保健・福祉施設） 

日常的な不特定多数の利用度、希少性等を考慮し、市民ニーズに適合した政策的優先度の高

い重要施設であることから、計画的な予防保全による長寿命化を図る施設に分類する。 
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８ 医療の確保 

⑴ 現況と問題点 

本市の医療提供体制は、唯一の公立病院である飛騨市民病院を核として、６つの直営診療所、

１つの民間病院、８つの民間医療機関、７つの民間歯科医院で構成され、人口当たりの医師数

は全国平均の半数以下である。また、飛騨医療圏全体では、高山市の高山赤十字病院及び久美

愛厚生病院を基幹病院として地域の高度専門医療を担っている。 

飛騨市民病院では、新医師臨床研修制度の影響から平成19年に常勤医師数が半減し、非常勤

医師の派遣や研修医の受入体制強化により専門診療科を維持しながら、病床転換によるダウン

サイジングも図り、厳しい経営環境の中で地域医療を支え続けている。 

また、市内の民間医療機関では医療者の高齢化や在宅医療需要への対応といった課題があり、

基幹病院においても特定の診療科における医師不足が慢性化している。 

 このため、医師・看護師の人材確保・育成対策を推進するとともに、必要な診療体制や医療

機器等の整備及び支援に加え、大学等との連携強化を図ることで、地域の限られた医療資源の

効果を最大化していくことが必要である。 

 

⑵ その対策 

必要な医療を受けられる体制づくり 

・飛騨市民病院を存続し、医療提供体制を維持するため、持続可能な診療科や病床数等のあり

方を検討し経営体制の強化を推進する。 

・市内医療機関等の診療体制整備や設備投資等を支援する。 

・飛騨医療圏の基幹病院である高山赤十字病院及び久美愛厚生病院の医師確保や医療機器の整

備等を支援する。 

・飛騨市民病院を核とした、研修医や看護学生等が地域包括ケアを学ぶ最適な実習フィールド

の環境整備と支援体制の構築を推進する。 

・富山大学附属病院との連携を強化し、医師等の人材確保や市民の健康づくりに関する取組を

推進する。 

・市内の産業人材不足の解消のため、国家資格等を持つ人材の市外からの移住を促進する。【再掲】 

・市出身の医療・介護・福祉人材への就職情報の提供を強化するとともに、地域の医療機関等

を含めた医師・看護師・コメディカル等の人材確保対策を推進する。【再掲】 

・市内で働く医療・介護・福祉職の学習環境の構築等を推進する。【再掲】 

・在宅医療・介護の家族負担を軽減するとともに、提供サービスの充実と地域による生活支援

の強化を推進する。【再掲】 

・地域の医療、介護、福祉の現場の連携により家族全体を支えていくため、職域を超えた地域

の看護師同士の連携の深化を促進する。【再掲】 

・飛騨市こどものこころクリニックを核として、地域生活安心支援センターや保育園・学校、

事業者等との連携による、早期の治療と家族全体を支える体制の構築を推進する。【再掲】 
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⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確保 ⑴診療施設 

病院 

医療機器等整備事業 

（飛騨市民病院） 

飛騨市  

診療所 医療機器等整備事業 

（国保直営診療所） 

飛騨市  

その他 二次医療圏医療提供体制整備補助金 飛騨市・基幹病院  

 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画にかかる個別施設計画の基本的な方針は次のとおりである。 

（医療施設） 

過疎地域における医療体制を確保するための重要拠点施設であることから、管理継続し予防

保全による長寿命化を図りつつ、将来の医療需要や災害時の対応等を見据え、必要な空間・環

境整備を計画的に推進する。また、診療業務に係る特殊な装置・設備・システム等についても、

日常点検や計画的な更新により機能維持を図る。 
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９ 教育の振興 

⑴ 現況と問題点 

（学校教育） 

本市の学校教育は、合併前の旧町村における小学校区の維持を基本として、８つの小・中学

校を設置し、児童生徒の健全な育成に取り組んでいる。 

地域の子どもの数の減少に伴い、人間関係を構築する機会の減少、少人数の小学校から中学

校に進む際のギャップ感、部活動の再編や他校との合同練習など、児童生徒を取り巻く環境は

大きく変化しており、また、新学習指導要領では、グローバル化や技術革新が急速に進む予測

困難な時代の中で、子どもたちが自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動

し、より良い社会や人生を切り拓いていく「生きる力」を育んでいくことをポイントに掲げて

いる。 

このような中、本市では、育てたい子ども像を地域全体で共有し、市内の保育園・小中学校・

高等学校・特別支援学校を一つの学園に見立てて、系統性・連続性のある一貫した課題解決型

カリキュラムの実践に取り組むとともに、地域住民と学校の連携・協働の場となる学校運営協

議会に携わる大人の幅を広げていくことで、地域で育て地域も育つ教育活動を目指す「飛騨市

学園構想」プロジェクトを推進している。 

 地域のヒト・モノ・コトから学ぶ機会を通じて社会とつながった確かな課題解決能力を育む

とともに、一人ひとりの個性や意欲を大切にし、部活動等に不安なく打ち込める環境の確保を

図り、ＩＣＴ教育にも対応した安全で安心な学校環境を整備していくことが必要である。 

 

（社会教育） 

本市の社会教育は、５つの公民館を拠点として講座やサークル活動等の生涯学習の推進を図

るとともに、飛騨市美術館や文化交流センターを中心に市民が多様な文化芸術に触れる機会の

提供に努めている。 

人生100年時代を迎え、激しく変化し続ける現代社会において、市民の暮らしをより楽しく豊

かなものにしていくためには、一人ひとりが興味や関心を持てる物事を見つけ、深く学び、実

践していくことで自己実現を図り、多くの人との交流を深め、相互に高め合っていける環境づ

くりを推進していくことが重要である。 

また、社会環境等の変化から地域のつながりが希薄になりつつある中、人口減少時代である

からこそ、お互いを家族のように思いやり支え合える元気な地域を目指し、地域コミュニティ

力の維持向上を促進していくことが求められる。 

 

（スポーツ） 

本市では、体育館やグラウンド等のスポーツ施設を運営するとともに、起伏に富んだ地形を

活かしたウオーキングや高齢者を中心としたグラウンドゴルフ、冬季のスキー、スノーボード

など、さまざまなスポーツ活動の奨励に取り組んでいる。 

スポーツを通じて健康の保持増進を図ることは、本市の大きな課題である高齢者の増加に伴
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う医療・介護の負担軽減にも資する取組であり、市民が気軽にスポーツに親しめる環境整備を

推進するとともに、地域のスポーツ活動をけん引していける人材の育成や交流機会の創出等に

取り組んでいく必要がある。 

 

⑵ その対策 

飛騨市学園構想の推進 

・飛騨市学園構想が理想とする未来の創り手像の育成を目指し、課題解決型人材育成のための

独自カリキュラムを推進する。 

・飛騨市学園構想を市民や飛騨圏域、県内外に広く周知するとともに、市民の主体的参画を促

すことにより意識の醸成を推進する。 

・コミュニティ・スクール制度を導入し、地域と学校が一体となった人材育成や地域づくりを

推進する。 

・企業等や学校と連携し、高等学校による地域活動を通した実践的な教育プログラムの構築と

実践を促進する。 

 

飛騨市ならではの教育と環境整備の推進 

・ふるさとの歴史や文化を学び体験する教育を推進する。 

・飛騨市産農畜産物等の地域資源を活用した教育を推進する。 

・小学校での英語教育体制の強化を推進する。 

・県立吉城高等学校、県立飛騨神岡高等学校との連携を強化し、地域と一体となった魅力的な

学習環境づくりを支援する。 

・意欲と個性ある生徒の大学等への進学を経済面から支援する。 

・子どもの不登校を未然に防ぐため、学力不振な児童生徒をサポートする体制の構築と、保育

園・小学校・中学校の各段階にスムーズに進学できる支援体制づくりを推進する 

・不登校児等が安心して勉強できる環境整備と、専門職員による心と勉強の両面からのサポー

トを推進する。 

・学校施設の維持改修を図り、安心して学べる環境整備を推進する。 

・小・中学校のＩＣＴ教育環境を整備し、教育の情報化を推進する。【再掲】 

 

部活動や学校外での活動支援の推進 

・部活動指導体制の強化を推進するとともに、普段の練習に加え大会出場等も含めたサポート

を推進する。 

・学校外でのさまざまな活動に光を当て、学校内はもとより市民全体で応援する環境づくりを

促進する。 

・少子化による部活動の維持のため学校間での合同チームの構築や大会等への出場を支援する。 

 

生涯学び自分を磨くことができる環境づくり 
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・飛騨市民カレッジの取組を強化し、全国の一流講師等による幅広い学びの機会が得られる仕

組みの構築を推進する。 

・市民が自分を磨くことができるさまざまなカリキュラムの提供を促進し、あわせて市民自身

が講師として教え合える仕組みづくりを推進する。 

・市民が気軽に学習・交流活動を行い、文化・芸術等に触れることができる施設環境を整備す

るとともに、一流芸術家等から直接学ぶことができる仕組みの構築を推進する。 

・市民が気軽に自身の創作活動を行うことができる環境を整備し、活動を発表できる機会と場

の創出を推進する。 

・飛騨河合音楽コンクール等の経験と人脈を生かし、全国の若手アーティストが来訪し腕を磨

くことができる機会づくりを推進する。 

・本市にゆかりのある芸術家等の掘り起こしと作品のまちなか展示を推進する。 

 

コミュニティの強化と持続可能な体制整備の推進 

・自治会組織の持続可能な体制整備を支援する。 

・各地域のコミュニティ活動を促進するとともに、地区が管理する集会所等の維持改修を支援

する。 

・高齢者や障がいのある方が安心して利用できるよう、公共施設等のトイレの洋式化とベビー

ベッド等の設置を推進するとともに、集落有集会施設等のトイレ洋式化を支援する。【再掲】 

 

スポーツを通じた健康増進の推進 

・ウオーキングや軽スポーツなど市民が気軽に運動に親しめる施設環境を整備するとともに、

民間施設等を活用した健康増進の取組を促進する。 

・事業者や団体等との連携を強化し、スポーツ指導者の確保・育成を推進する。 

・競技スポーツの普及啓発を図り、市民の運動意識の醸成とスポーツによる交流を促進する。 

 

⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の振興 ⑴学校教育関連施設 

校舎 

神岡小学校大規模改修事業 飛騨市  

ＩＣＴ教育環境整備事業 飛騨市  

スクールバス･ボート スクールバス配備事業 飛騨市  

⑶集会施設､体育施設等 

公民館 

公民館施設整備保全事業 飛騨市  

集会施設 集会施設整備事業補助金 飛騨市・行政区等  

体育施設 屋内運動場整備事業 飛騨市  
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スポーツ施設整備保全事業 飛騨市  

その他 飛騨市美術館大規模修繕事業 飛騨市  

⑸その他 飛騨市学園構想推進事業 飛騨市  

ふるさと教育推進事業 飛騨市  

魅力ある地元高校づくり推進事業 飛騨市・市内高校  

飛騨市民カレッジ運営事業 飛騨市  

地域コミュニティ活動支援事業 飛騨市  

美術館・民芸会館自主事業 飛騨市  

交流施設企画運営事業 飛騨市  

クアオルト健康ウオーキング推進事

業 

飛騨市  

スポーツ学童保育事業 飛騨市  

 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画にかかる個別施設計画の基本的な方針は次のとおりである。 

（学校教育施設） 

校舎・体育館は、地域における希少性や活力維持、災害時における重要な避難所としての位

置づけ等から、「飛騨市学校施設の長寿命化計画」に基づき、予防保全による長寿命化を図る施

設に分類する。スクールバス車庫等については、現在の機能を維持しつつ長寿命化を図りなが

ら、効率的・効果的な施設再編を検討すべき施設に分類する。 

（社会教育・市民文化施設） 

文化交流施設・主要な公民館及び資料館等は、地域における希少性や活力維持、日常的な不

特定多数の利用度、災害時における重要な避難所としての位置づけ等から、管理継続し予防保

全による長寿命化を図る施設に分類する。その他の集会施設については、現在の機能を維持し

つつ長寿命化を図りながらも、機能集約や譲渡など、効率的・効果的な施設再改編を検討すべ

き施設に分類する。 

（スポーツ・レクリエーション施設） 

指定管理施設として地域雇用や地域活力の維持に資する施設や、災害時の重要な防災拠点と

されているものもあることから、管理継続し予防保全により長寿命化していくものと、事後保

全により長寿命化しつつも、市民サービスの低下とならない機能集約等による施設総量の縮減

を検討していくものの大きく２つに分類し、それぞれの観点から適切な維持管理を行う。 
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10 集落の整備 

⑴ 現況と問題点 

本市では、104の行政区又は自治組織を設置し、市民との相互の円滑な連絡調整を図るととも

に、地域住民が主体となった小規模ながらもさまざまな機能を持つコミュニティの育成と支援

に取り組んでいる。 

人口減少に伴う地域の担い手不足により、祭り行事や草刈り・除雪作業、防災・防犯といっ

た地域活動に支障をきたす場面も多く見られ、社会環境や価値観等の変化から行政区等を脱退

する地区や世帯も増加していることから、行政区等の基本的な機能を維持しつつ、地域全体で

無理なく支え合い、助け合って暮らしていくことができる持続可能なコミュニティ体制の整備

が求められる。 

 

⑵ その対策 

コミュニティの強化と持続可能な体制整備の推進 

・誰もが参画しやすい新たなコミュニティの形成を図るとともに、支援体制の構築を推進する。

【再掲】 

・自治会組織の持続可能な体制整備を支援する。【再掲】 

・各地域のコミュニティ活動を促進するとともに、地区が管理する集会所等の維持改修を支援

する。【再掲】 

・高齢者や障がいのある方が安心して利用できるよう、公共施設等のトイレの洋式化とベビー

ベッド等の設置を推進するとともに、集落有集会施設等のトイレ洋式化を支援する。【再掲】 

・各地域での見守り体制を強化するとともに、災害時等の避難体制の構築を促進する。【再掲】 

・地域の防犯に対する意識啓発を推進するとともに、設備等の設置により地域の防犯力強化を

促進する。【再掲】 
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11 地域文化の振興等 

⑴ 現況と問題点 

本市には、ユネスコ無形文化遺産に登録された「古川祭の起し太鼓・屋台行事」をはじめ、

県内初の史跡と名勝の二重指定を受けた江馬氏城館跡、姉小路氏関連の山城群、日本の産業近

代化を支えた飛騨の糸引き工女、旧石器～縄文時代の出土品を多数収蔵する飛騨みやがわ考古

民俗館、東洋一の規模を誇った神岡鉱山、江戸時代から続く河合地歌舞伎、棚田と板倉が広が

る種蔵の里山風景など、全国に誇れる貴重な歴史文化・地域資源が数多く残されている。 

こうした地域文化等の魅力や価値を地域内外の多くの人に紹介し、楽しんでもらうことは、

ふるさとへの誇りとまちの元気をつくる原動力となることから、新たな資源の掘り起こしと活

用を推進するとともに、これらを確実に後世へと守り伝えていくことが求められる。 

 

⑵ その対策 

新たな地域資源・歴史資源の掘り起こしと磨き上げの推進 

・市民や各種団体と連携し、ドローンや廃線鉄路、鉱山町の歴史文化といった本市特有の地域

資源を活用したまちづくりの拡大を推進する。 

・鮎や棚田風景等の本市が全国に自慢できる地域資源を掘り起こし、地域住民や団体、大学等

と連携したブランディングを推進する。 

・本市特有の地域資源や歴史文化を活用した既存コンテンツの拡充と新たな観光コンテンツづ

くりを推進する。【再掲】 

・国史跡指定を目指した山城の調査を推進するとともに、全国への発信と国名勝江馬氏館跡庭

園の保存活用を推進する。 

・糸引き工女など本市に関わりのある歴史の調査・研究と、地域内外への周知を推進する。 

・ユネスコ無形文化遺産登録された古川祭の歴史調査・研究を推進する。 

 

地域文化継承の推進 

・地域の祭や歌舞伎、獅子舞、能、民踊等の伝統芸能等を後世に継承する取組を支援する。 

・貴重な伝統文化の映像を保存し、市民が気軽に閲覧できる仕組みの構築を推進する。 

・古川祭屋台の曳行の支障となる電線類の移設等により、屋台の保存と曳行しやすい環境の整

備を推進する。 

 

⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化の

振興等 

⑴地域文化振興施設等 

地域文化振興施設 

飛騨みやがわ考古民俗館活用推進事

業 

飛騨市  
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高原郷土館活用推進事業 飛騨市  

⑶その他 古川祭調査研究事業 飛騨市  

江馬氏城館跡保存活用事業 飛騨市  

山城調査活用事業 飛騨市  

飛騨の糸引き工女調査活用事業 飛騨市  

河合地歌舞伎伝承支援事業 飛騨市  

 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画にかかる個別施設計画の基本的な方針は次のとおりである。 

（社会教育施設） 

主要な資料館等は、地域における希少性や活力維持、日常的な不特定多数の利用度等から、

管理継続し予防保全による長寿命化を図る施設に分類する。その他の資料館等については、現

在の機能を維持しつつ長寿命化を図りながらも、市民ニーズの変化に適合した転用等の有効利

用、効率的・効果的な施設再改編を検討すべき施設に分類する。 
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12 再生可能エネルギーの利用の推進 

⑴ 現況と問題点 

本市の雄大な自然環境が生み出す豊富な水資源は古くから水力発電に利用され、市内に立地

する水力発電所の総出力は約35万kWに上り、一般家庭約39万世帯分に相当する再生可能エネル

ギーの一大産地である。 

世界規模の取組である脱炭素社会の実現に貢献するため、また長期間にわたって運用できる

発電設備は安定的な固定資産税の確保にもつながることから、自然・生活環境や生態系の保全

に十分配慮しながら、新たな発電施設の立地を促進するとともに、市内における再生可能エネ

ルギーの積極的な利活用に向けた検討を進めていく必要がある。 

 

⑵ その対策 

水資源の保全と活用 

・環境に配慮した水力発電等のクリーンエネルギー事業を誘致するとともに、市内における再

生可能エネルギーの利活用を推進する。 

 

⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

11 再生可能エ

ネルギーの利用

の推進 

⑶その他 再生可能エネルギー発電施設立地促

進事業 

飛騨市・発電事業

者 
 

再生可能エネルギー利活用促進事業 飛騨市  

 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画は、いずれも公共施設の整備及び管理を伴わないものである。 
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

⑴ 現況と問題点 

（自然環境の保全及び再生） 

本市は、飛騨山脈に連なる北ノ俣岳や飛騨高地の山々、岐阜の宝ものに認定された天生県立

自然公園と三湿原回廊（天生・池ヶ原・深洞）、奥飛騨数河流葉県立自然公園、清らかな水が滔々

と流れる宮川・高原川とその支流群といった雄大な自然環境が広がり、豊かな森や水の恵みが

地域独自の文化や産業の発展を支えてきた。 

この豊かな恵みを次世代につなぐため、ありのままの自然の姿や生態系に干渉することなく

保護していくとともに、地域の自然や文化に精通した人の手によって適切な整備を行い、順応

的管理の手法により大切に守り育てていくことで、自然環境の保全と再生に努めていくことが

必要である。 

 

⑵ その対策 

豊かな自然と水を守り後世に引き継ぐ仕組みづくり 

・山林や河川等の自然環境やさまざまな動植物等を守り、維持する取組を推進する。 

・天生の森、池ヶ原、深洞湿原の保全を推進するとともに、環境保護技術の向上、伝承を支援

する。 

・天生・池ヶ原・深洞湿原への誘客を推進するとともに、安心して自然景観を楽しめる環境整

備を推進する。【再掲】 

・下水道網の完備による河川環境の向上を推進する。【再掲】 

・良好な営農環境及び農地の多面的機能を維持し、荒廃農地を防ぐ取組を推進する。【再掲】 

 

⑶ 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

12 その他地域

の持続的発展に

関し必要な事項 

⑴自然環境の保全及び

再生 
北ノ俣岳登山道整備保全事業 飛騨市  

天生の森と人プロジェクト 飛騨市  

池ヶ原湿原環境保全事業 飛騨市  

 

⑷ 公共施設等総合管理計画等との整合 

本項に記載する事業計画は、いずれも公共施設の整備及び管理を伴わないものである 
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過疎地域持続的発展特別事業分事業計画（再掲） 

事業計画（令和３年度～７年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設

の整備、交通

手段の確保 

⑼過疎地域

持続的発展

特別事業 

公共交通 

民間バス路線維持

費負担金 

飛騨市・公共

交通事業者 

市民生活に欠かすことのできない民

間バス路線を維持するため、運行赤字

に対する財政支援を行うことで、将来

にわたって持続可能な地域公共交通

サービスを確保する。 

民間バス利用料金

差額負担金 

飛騨市・公共

交通事業者 

市民サービス向上のため民間・市営バ

ス料金を統一したことに伴い、民間バ

ス事業者における本来の料金収入と

の差額を財政支援することで、将来に

わたって持続可能な地域公共交通サ

ービスを確保する。 

５ 生活環境

の整備 

⑺過疎地域

持続的発展

特別事業 

生活 

住宅リフォーム補

助金 

飛騨市 個人住宅のリフォーム工事に対する

補助金制度により、現代的な生活様式

への対応や市内住宅関連事業者に対

する需要喚起を図り、将来にわたって

安全で快適な住環境の形成を促進す

る。 

住宅新築・購入支援

助成金 

飛騨市 市内で個人住宅を新築・購入する者に

対する助成金制度により、将来にわた

って市内で暮らし続けていくための

生活拠点の確保を支援することで、移

住・定住の促進を図る。 

６ 子育て環

境の確保、高

齢者等の保

健及び福祉

の向上及び

増進 

⑻過疎地域

持続的発展

特別事業 

児童福祉 

入園・入学準備品購

入支援金 

飛騨市 保育園～高等学校等への入園・入学を

迎える子育て世帯に対する支援金制

度により、学用品の購入にかかる経済

的負担を軽減することで、第２子以降

も産み育てやすい環境を確保し、中長

期的な少子化対策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 概要

「過疎地域自立促進特別措置法」（旧法）が令和３年３月末で期限を迎えたため、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな

法律を制定

１．前文・目的 （1条）

・過疎地域の役割、課題、目指す姿を前文で明らかにするとともに、

法の目的を「過疎地域の持続的発展」に見直し

２．過疎地域の要件 （2条、3条、41条～43条）

市町村毎に、「人口要件」及び「財政力要件」で判定

＜見直しのポイント＞

・長期の人口減少率の基準年の見直し（昭和35年→昭和50年）

・財政力が低い市町村に対する長期の人口減少率要件の緩和（28％→23％）

・平成の合併による合併市町村の「一部過疎」の要件設定

（財政力指数は市町村平均（0.51）以下ではなく市平均（0.64）以下）

・旧法の過疎地域を対象に、長期の人口減少率の基準年（昭和35年）

の併用、「みなし過疎」の継続措置

※令和２年及び令和７年国勢調査の結果に応じ、追加公示を実施

３．卒業団体への経過措置 （附則4条～8条）

・期間を６年間（財政力が低い団体は７年間）に延長（旧法：５年間）

・対象に国税の特例及び地方税の減収補塡措置を追加

（旧法：国庫補助、過疎対策事業債、都道府県代行）

趣旨

＜過疎地域の増減＞

令和3年3月31日時点 ８１７団体

うち、卒業団体 －）４５団体

新規団体 ＋）４８団体

令和3年4月1日時点 ８２０団体

４．過疎対策の目標 （4条）

・目標の項目の追加（人材の確保・育成、情報通信技術の活用、再生可能エネ

ルギーの利用推進等）

５．支援措置 （12条～40条）

・国税の特例・地方税の減収補塡措置

業種に「情報サービス業等」を追加、新増設以外の改築、修繕等を追加

・都道府県代行（基幹道路、公共下水道）

基幹道路に関し、都道府県が市町村から負担金を徴収できることを明確化

・配慮措置

市町村からの提案があったときの規制の見直しの配慮など配慮措置を充実

・過疎対策事業債

ハード事業、ソフト事業を対象とした地方債措置を継続

・国庫補助率のかさ上げ

公立小中学校、保育所等に関する国庫補助率のかさ上げを継続

６．その他 （6条、8条、9条、45条）

・都道府県の責務を規定（広域施策、市町村に対する人的・技術的援助等）

・市町村・都道府県計画記載事項の追加（目標、計画の達成状況の評価等）

・主務大臣の追加（文部科学、厚生労働、経済産業及び環境の各大臣）

７．施行期日 (附則1条）

令和３年４月１日 ※令和13年３月31日まで10年間の時限 1

17923
テキストボックス
資料③-３

17923
テキストボックス
※総務省 地域力創造グループ 過疎対策室　HP掲載資料より



（参考１）過疎地域の要件

種類 指標
基本的な要件（第２条）

期間 基準値

人口要件（長期①） 人口減少率
（長期）

S50→H27
（40年間）

人口減少団体平均
（28％以上減少※１）

人口要件（長期②） 高齢者比率 H27 同上 （35％以上）

若年者比率 H27 同上 （11％以下）

人口減少率
（長期）

S50→H27
（40年間）

23％以上減少

人口要件（中期）
人口減少率

（中期）
H2→H27
（25年間）

人口減少団体平均
（21％以上減少）

財政力要件
財政力指数 H29～R元

全市町村平均
（0.51以下）

・高齢者比率又は若年者比率を満た
す場合、人口減少率の基準値を緩和

・25年間の人口増加率10％以上除く

１．全部過疎（人口要件（長期①、長期②、中期のいずれか）、かつ、財政力要件を満たす）

・25年間の人口増加率10％以上除く

種類 単位 要件

一部過疎※

（第３条）
合併前の
旧市町村

・旧市町村単位で上記の人口要件のいずれかを満たす
・現在の市町村が財政力要件（財政力指数が全市平均（0.64）以下）を満たす

みなし過疎※

（第42条）
合併後の
新市町村

・旧法で全部過疎又はみなし過疎である市町村について、下記のいずれも満たす（主務省令で規定）
【規模要件】 一部過疎区域の人口が1/3以上又は面積が1/2以上
【人口要件】 市町村の人口が長期（40年間、55年間）、中期（25年間）いずれも減少
【財政力要件】 市町村の財政力指数が0.51以下

２．法制定前の市町村合併（平成11年４月以降）に係る一部過疎、みなし過疎

基準年の見直しに伴う
激変緩和措置（第41条）※２

期間 基準値

S35→H27
（55年間）

人口減少団体平均
（40％以上減少）

H27 同上 （35％以上）

H27 同上 （11％以下）

S35→H27
（55年間）

30％以上減少

H29～R元
全市町村平均
（0.51以下）

※１ 財政力指数が全町村平均（0.40）以下の場合、「23％以上減少」に緩和（財政力が低い市町村に対する人口減少率要件の緩和）
※２ 基準年の見直しに伴う激変緩和措置は、旧法の過疎地域に限り適用。R2、R7国調による過疎地域の追加の際は激変緩和措置は設けない。

・公営競技収益40億円超除く

※ R2、R7国調による過疎地域の追加は、一部過疎について行い、みなし過疎の追加は行わない。 2



（参考２）支援措置の見直し（政令等によるものを含む）

１．過疎対策事業債（第14条）

旧簡易水道施設の整備や、民間のへき地診療所等に対する補助を対象経費に追加（過疎政令等）

＜参考＞令和３年度地方債計画額 5,000億円（令和２年度 4,700億円）

２．国税の減価償却の特例（第23条）

対象業種に「情報サービス業等」を追加、新増設以外の改築、修繕等を追加

取得価額要件を現行の2,000万円超から資本金の規模に応じ、最大500万以上まで引下げ（租特政令）

設備投資後５年間適用可能な「割増償却」制度への移行、適用期間は令和５年度末まで（租特法）

※適用実績が乏しい事業用資産の買換えの場合の課税の特例の廃止

３．地方税の減収補塡措置（第24条）

対象業種の追加、新増設以外の追加、取得価額要件の引下げ、適用期間について国税の減価償却措置と同様

４．都道府県代行（基幹道路、公共下水道）（第16条・第17条）

基幹道路について、都道府県が市町村から負担金を徴収することができることを明確化

５．配慮措置（第25条～第40条）

法の目的、過疎対策の目標を踏まえるとともに、条件不利地域に関する法律（離島振興法等）の規定を踏まえ、内容を充実

（「人材の確保・育成」、「産業振興」、「観光振興・交流の促進」、「就業の促進」、「生活環境の整備」、「再生可能エネルギーの利用推進」、

「自然環境の保全・再生」、 「規制の見直し」の項目を追加等）

６．国庫補助率のかさ上げ（第12条・第13条）

公立学校、保育所等に関する国庫補助率のかさ上げを継続

７．金融措置（第21条・第22条）

日本政策金融公庫等の政府系金融機関による低利融資を継続

＜参考＞法制定とあわせて政府において行われる支援措置の拡充（主なもの）

・過疎地域持続的発展支援交付金により、過疎地域における人材育成、ＩＣＴ等技術活用に対する支援を拡充

・都道府県が専門人材を雇用等して過疎市町村に人材面での支援をする取組に係る特別交付税措置を創設
3
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１ 市内の状況について 

 

(１) 感染者の状況 (令和 3年 7月 27日現在) 
 

陽性者の累計は 19 人（死亡３人）確認されています。 

 

 

(２) 本市への影響 
 

① 市内の商工観光業等の状況 

第 25回定点観測（7月 5日～12日） 

 

 交通系  

〇ガソリン 売り上げはコロナ前の９割くらい。給油は市内のお客さんばかり。 

先日のまるごとお売り出しでは、ガスコンロやタイヤを購入していただきありがた

かった。県外ナンバーの給油は相変わらず少なく営業車がほとんど。 

〇運輸宅配 大きな事業所の運送はあるが、小さめの事業所の仕事が減っている感じがする 

全体で見ると大きな変化はない。 

〇タクシー 飛騨市独自の車両維持管理費支援（10 万円）は非常にありがたかった。 

      通院等の需要に加え、コロナワクチン接種での利用もあったが、接種対象年齢が下

がるにつれて需要は減少。夜の利用もあまり伸びてこない。 

      コロナワクチン接種の状況も踏まえ、観光需要や夜間需要の回復を期待している。 

      コロナが落ち着いたら、再度「食タクチケット」を実施してほしい。 

〇濃飛バス 飛騨市独自の車両維持管理費支援（30 万円）は非常にありがたかった。 

      夏休みに向け高速バスは、ほほ通常運行に切り替え。 

      飛騨市の夏休み体験割（体験料 1/2 上限 1,000円）を活用し、小中学生向けにガッ

タンゴーとカミオカラボの日帰り周遊プランを造成・販売している。 

 

 飲食系  

〇食堂   ぼちぼちと注文が増えている感じはあるが集まりなどがまだないため厳しい。 

      食タクチケットのような事業者支援の消費対策はとてもありがたい。 

〇居酒屋（駅前）５～６月は過去最悪の売上となった。時短営業終了したが、自宅で飲むのに慣

れてしまったり、飛騨市民はまじめなので飲みに来ない。ただ、８月９月の予約は

ホテル・居酒屋共に戻りつつある。バイトには休んでもらっている。飲食支援を再

度実施してほしい。 

〇居酒屋  時短営業終了しても、お客さんは戻らない。自主的に自粛しようという気持ちがあ

ると思う。８月以降の予約も全然入っていない。５人以上の飲み会がＯＫとなるよ
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うな環境整備・雰囲気作りをしてほしい。 

〇スナック 休業明けしばらくはお客さんゼロの日が続いていたが、５日の週から少しだが客足

が戻ってきた。 

もう少しワクチン接種が進んで、宴会ができるようにならないとなかなか元には戻

らないだろうなと思っている。 

〇バー   休業が明けたがまだお客さんは少ない。先週末もよくなるかと思いきや雨のせいか

あまり良くなかった。 

      客足を促す支援が欲しいと思うが、緊急事態宣言やまん防が出ている地域もありま

だそのタイミングではないのかなとも思っている。 

今の客足の戻り具合だと家賃の支払いが負担だが、これまでもいろいろと支援をし

てもらっているのでありがたいと思っている。 

〇喫茶（駅前）蔓延防止期間中の客入りは大きく下がったが、地元固定客でなんとかやっていっ

ている状況。7月に入ってからはやや回復傾向。客入りの波動が大きい。来るときは

一気に来るし、来ないときはさっぱり。業種平等に救われるような施策があるとよ

い。 

〇喫茶（町なか）6月の岐阜県の蔓延防止措置期間中は地元客含め客入りは大幅減。７月に入って

から回復傾向。7/5(月)の昼は満席。観光客もちらほら見られるようになるが、地元

客が戻ってきているのが大きい。パートは変わらず交替で勤務してもらっている。 

〇喫茶（郊外）採算ギリギリ。飛騨地域でコロナ感染者が少なくなってきた頃からテイクアウト

→イートインが増加。少しずつ忙しい日が増えてきた。市の対策やイベントの合間

は暇になる。 

      市役所で弁当やお菓子を日替わりや週替わりで販売できないか。公募形式であれ公

平で、市役所であれば駐車場もあるので来やすいと考える。 

コロナ以降手厚い支援や施策に本当に感謝しきっている。エゴマやまるごと食堂な

ど飲食店や農家とつながりができるのがすごくありがたく、苦しいからこそ頑張る

意欲を湧き立たせてもらえている。 

〇喫茶（神岡）土日のお客さんが徐々に増えてきている気がする。市外や県外の帰省客のような

方も見かけるようになった。（これまでは、ほぼ無かった。） 

テイクアウトは、相変わらず順調。 

ガッタンゴーの紹介は止めているが、県外のお客もチラホラみえるようになった。

（ネット検索で来るのか、要因は不明） 

まん防も解除になり、夕方～夜の宴会を再開はしたが、利用はほぼ無い。1件程度。

以前は女子会が多かったが、自宅で実施することに慣れたか、今のところ需要は無

い。 

夏休みを控えて、ワクチン接種が早く進んでほしい。（自分たちも予防のために打ち

たい。）会議所の職域接種に期待している 

〇宴会仕出 打撃は受け続けているものの、スポーツ関係や法事で土日の仕出が少しづつ動き出

した。 
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      家族３名＋繁忙期臨時のパート４名でやっていたが、今はパートは全く来てもらっ

ていない。家族も他の事業所でパートとして働いている。 

      資金繰り表と協力金の事で商工会に行ってきた。 

 

 宿泊系  

〇宿泊について 

・７月以降の予約は徐々に回復。 

・夏休みに向けコロナ検査キットの配備は大変ありがたい。従業員等の体調が場合など積極的 

に活用し、感染拡大防止に努める。 

・７月６日開催の宿泊事業者向けコロナ研修会でも、飛騨市民病院の中林先生より宿での換気 

消毒のポイントなどの感染対策や、検査キットの使用方法など丁寧に教えてもらえよかった。 

・７月１６日からスタートした「地元で夏休み満喫キャンペーン」については、従来の宿泊割 

引に加え、各種体験の割引もあり大変ありがたい。 

・宿泊割について岐阜県、富山県限定のスタートとなっているが、コロナ感染状況を踏まえ近 

 隣県にも徐々に拡大してほしい。 

 

〇貸切バス（市内） 

・飛騨市独自の車両維持管理費支援（30万円）は非常にありがたかった。 

・まん延防止等重点措置の解除により、７月の中学、高校の大会も予定通り開催される見込み。 

・合宿、遠征需要に加え、少し観光需要も回復の兆しが見えてきた。 

・ワクチン接種の状況も踏まえ、安心してバス旅を楽しんでいただけるよう、引き続きコロナ感

染対策の徹底を図る。 

 

〇貸切バス・旅行事業者（県外） 

・まん延防止等重点措置の解除を踏まえ、１０月以降の団体バスツアーを企画。 

・ツアーによっては事前抗原検査をセット販売する予定のものもあり、飛騨市のコロナ事前検査

補助制度（2,000円／人）も、コロナの状況を踏まえ活用したい。 

・今年度中は不安定な状況が続くため、事前検査＝安心・安全のような形で旅行マインドの回復

を図りたい。 

 

〇合宿誘致事業者 

・昨年より７月、８月のサッカー、ラクビー大会の予約は多い。 

・飛騨市のコロナガード対策が示されたため、大会主催者にコロナ事前検査補助の案内をしてい

る。クラブチームも多い中、事前検査の実施は各チームの判断となるが、補助制度自体が大会

主催者への注意喚起となっている。 

・大規模な大会についてはガイドラインに従い、参加者について２週間前からの体調チェック、 

 基本的に試合も無観客となっている。 
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〇観光全般 

・まん延防止等重点措置の解除を踏まえ、一気に人の流れが変わってくる。 

・特に７、８月の夏休み期間は、家族や友達など、ある程度小規模な旅が主流となる。 

・また、コロナ禍においては野外キャンプ需要が高くなっており、市内キャンプ場の予約は増加 

傾向にある。 

・旅行事業者も、旅行マインドがある程度復活する時期を１０月頃と見込み、ツアー造成等を実 

施している。アフターコロナに向け、健康をテーマとした薬草、クアオルト森歩きなどは旅行

事業者の評価が高い。（飛騨市独自コンテンツ） 

 

 小売系  

〇衣料   先月と大きなな変化はない。普段着は売れるが、値段の高いものは売れない 

商工会のおしゃれ券に期待。支援金が母から名義変更していたので前年売上をカウ

ントしてもらえず受けることができなかった 

支援金、プレミアム商品券の支援がほしい 

〇総合衣料（古川） まるごと大売り出しはありがたかった。10万円上限となり 特別に高額な

賞品の販売に力を入れた。（ランドセル、高級寝具など） 

客は「なにか買わなくっちゃ」といった感じで積極的な購買をしていた。 

さるぼぼコインの使い方をお客に教えるサービスをした。前回は客へのダイレクト

メールを行い、今回は チラシを出して問い合わせが多い質問に答える形をとった

（学校用品は対象となるのか？など） 

〇総合衣料（神岡）ワクチン接種で外出が必要になったことにより、服を購入する方が少しだけ

ど増えてきた。（肩が出しやすい服とかを購入される）わずかずつではあるが回復傾

向にあるように思える。（まだまだ回復というにはほど遠いが） 

      まるごと大売出しは、売り上げが上がり有難い面もあるが、新規購入者が増えるの

ではなく、常連客が普段購入するものを前倒しして買われる方が多い（ランドセル

など）ので、素直には喜べない。（購入者にとって良い制度） 

      ワクチン接種が早く進むことを願っている。 

〇酒小売（古川・町なか）飲み会戻ってきた。７月だけでも何回もある。そうなるとお金が回り

だす。いきなりはむずかしいが動きだしてほしい。 

〇酒小売（古川・郊外）全然動きがない。町内の動きも中止。団体の行動がない。草刈りなどがあ

るくらい。子供会などもない。ワクチンが一巡したら変わるか。行動範囲も変わる

だろう。飲み屋に聴くと固定の常連くらいとのこと。中元の時期だが動いていない。

市の支援がなければどうなっていたか。とても感謝している。 

      市に加え商工会なども対策を始めるのでありがたい。状況を見守りたい。 

〇酒小売（神岡） まん延防止期間中は、動きも少なく落ち着いていた感じ。例年、この時期は

みんなが控える時期なので、例年並みと言えば例年並み。 

市で実施してもらった大売出しは、2 回目の方が良かった。 

飲料関連は、観光面は今一つだが、工事業者で伸びているので助かっている。 
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飲食店は、まだ全然だめ。少しだけ復調の傾向が見え始めている程度。 

今後は、会議所のプレミアム商品券や物産展に期待したい。 

〇食料品（古川）今も地元のお客さんの方が多い。市外のお客さんはほとんどない。 

まるごと大売り出しの期間はさるぼぼコインだけで 4 万円の売上があった。とても

ありがたかった。イベント期間でなくてもさるぼぼコインで支払いをするお客さん

は多い。まるごと大売り出しのようなイベントに限らず、引き続きご支援いただけ

るとありがたい。 

〇食料品（神岡）客足は、前月と変わらない。店頭売り上げも変わらず。 

ワクチン接種が進んだせいか、仕出しの注文が少し入るようになっている。（わずか

ではあるが。） 

      飛騨市の大売出しは、よく売れて大変助かった。やってもらってよかった。 

      会議所の実施する施策にも期待したい。ワクチン接種が早く進んでほしい。 

〇自動車  納車が遅れているので登録台数が伸びない。半導体の影響、自動車メーカー 

工場休業などによる。 

〇電化製品 まるごと大売り出しが好調で、特に２回目はサービスも含めてもらえたのが大変よ

かった。 

当店のように売上の内訳が、小売・サービス（取付工事等）の２種類となっている

ので、両者が使えることがお客さんにとってもメリットとなる。 

割引も大事だが、地元の店で消費してもらう、ということが一番重要である。 

まるごと大売り出しは広告を出すことにより地元の店を知ってもらえた点で意義が

大きいと思う。 

〇菓子製造小売 この時期は例年お客さんが少ない。時期に限定せず全体的な話としては、冠婚

葬祭の規模縮小に伴い、それに付随するお菓子の売上が減少している。また、観光

客減少に伴い、お土産用のお菓子の売上が減少している。 

〇ホームセンター ６月は、前半、感染者が増えていたので客足も鈍く行楽グッズなどの売れ行

きにも影響が出た。 

５月下旬に「飛騨生まれの銘品市」を開催した。新顧客開拓につながった。 

 

サービス系 

〇理容   夕方５時以降客の動きが止まるので明るい時間が勝負になる。来店ペースが鈍い感

覚があるが戻っている感じがしてありがたい。 

      最近気持ちが緩んできたのか、マスクなしでの来店や、消毒や検温に協力してもら

えない人がいる。 

まるごと大売出しは地域通貨でとても活性化してよかった。利用も多かったが、 

さるぼぼを使えない人が不公平感を募らせている感じだった。 

〇美容   ７月に入り予約の数が増えた。（1日 3件～4件）6月は予約が全くない日が 

月の半分もあったので、それと比べると少ないながらも売り上げは増加して 

いる。 
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16日から始まる商工会のおしゃれ券に参加するので、そこでの売り上げ増加を期待

している。 

〇自動車板金 板金等の受注状況等は先月と大きな代わりはない。まるごと大売り出しは、あり

がたかった。お客から問い合わせがあり、タイヤやカー用品が売れた。 

〇そろばん教室 １ヶ月での変化は少ない。地元相手の商売なので、近所の人に支えられながら

十分継続できている。 

〇バレエ教室 蔓延防止期間中にレッスンを休止し、そのまま来なくなってしまった生徒が２名

ほどいる（子供向けコースは全生徒数 25名）。 

販売促進事業補助金でチラシを作成配布した結果、６名の大人コースの集客ができ

た。 

もしお願いできるのであれば、舞台の利用に関する補助が欲しい。 

緊急事態宣言や蔓延防止措置等で、大きなコンクール等が中止となり子供の発表の

場がない。練習や代わりとなる発表会などでは舞台を借りているが、飛騨市文化交

流センターは割引等がなく使いにくい。仕方なく割安な国府町のさくらホールを使

っている。 

〇治療院  ５月に「デイサービスひまわり」で感染者が出た。出張サービスしていたので、自

主的に休業し、５月は大打撃を受けた。６月の大売出し第２弾で回復したので、大

変助かった。 

コロナ対策で自主的に休業した時の補填を考えていただけると助かる。 

〇接骨院  ２か月前と変化なし、どの年代の客層も激減して売上高５０％減。部活を本気でや

る生徒が減り、ケガをする生徒が激減している。 

トレーニングセンターで柔道の指導をしているが、施設側の感染対策の意識が低い。

施設に来た生徒に消毒を徹底させたり、一度使用した施設を消毒するなど、管理者

側でしっかり取り組んでほしい。 

 

製 造 業 

〇薬品製造 コロナ前と比べると 20％減となっている。風邪薬の需要が減っていたが、その他の

薬品のしごとに転換して物量を確保している。資材については、影響は大きくない

が少しずつ高くなっている気がしている。 

〇自動車部品製造 新規受注もあり好調である。半導体の影響もほぼない。強いて言えば、海外

からの材料供給が安定するとよい。 

ハローワークに求人をしているし、派遣も依頼している。薬品関係が好調らし く

人不足となっているらしい。 

〇受託粉砕 例年並みに戻っている。原料の価格なども通常どおり。防じんマスクのフィルター

が品薄となって、価格も上がり心配している。 

〇鉱業   亜鉛・鉛事業・・・前回報告同様に堅調に推移している。 

金属粉（スマホ材料等）・・・堅調に推移しており、人出不足の状況。 

車用触媒・・・一時期減少傾向もみられたが、足元では上向いてきており人出不足
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の状況。 

〇自動車関連 第１四半期は計画を達成。第２四半期もほぼ計画どおりの見込み。 

社員出張は社長決裁必要を継続。出張者用に抗原検査キット２個を渡し、出 社時

及び３日後に検査を行っている。 

 

② 市内の雇用の状況 

〇市内、正規、非正規従業員の解雇の情報はない。 

〇令和３年６月の有効求人倍率 

 ハローワーク高山管内 1.02倍（一般 1.27 パート 0.77） 

〇ミスマッチ状況 

・フルタイム：自動車運転、建設において求人倍率が高いが、事務は求職者が多く、倍 

率が低い状況。 

・パート：特に介護、農林、接客において求人倍率が高く、事務、製造以外、求人倍率が「1」を

上回っている。 

 

③ 農林水産業等の状況 

(１)農業 

・家庭で食される農産物は新型コロナウイルスの影響はほとんど見られない。 

  ・日本酒の消費減少の影響で、令和 3年度は飛騨地域で 16％減の生産調整実施。市内酒

米農家は 50 軒、約 5.4 町歩減らして約 30 町歩の作付け予定となっている。主にコシ

ヒカリに切り替えて対応されているが、折からのお米需要の減少の影響から、コシヒ

カリをはじめとする主食用米の価格下落が懸念される。 

  ・新型コロナウイルスの影響によりソバの需要が減っている中、令和 2 年度産のソバが

豊作であり、依然として増産分についての販売先を探している。 

  ・花きに関しては、夜温が低かったのが原因か、市内生産農家の出荷が遅れている。全

国的な状況であるが、出荷の時期が重なると価格が低迷してくる。ブライダル関係が

復調の兆しがあるが、飲食店の冷え込みの影響もあるなど、新型コロナウイルスの影

響が続いており、加えて天候や時節の影響が加わって市況が見通せない状況。 

  ・ベトナムからの農業実習生 2 名が来日できていないことにより、農業労働力の確保が

課題となっている農業生産者から相談があった。市内の農業生産者の間では慢性的に

人手不足となっており、市としては農業生産者のパート募集について広く周知を行っ

ているが、労働力不足の解消には至っていない。 

・奥飛騨山之村牧場は 4/24（土）から営業開始、新型コロナウイルスの影響を鑑み、土、

日、月、火及び祝日のみの営業としていたところ、岐阜県感染症対策調整課より県内の

バーベキュー設備のある施設について利用休止の依頼があった。山之村牧場のレスト

ランについても該当すると判断されたもの。このため山之村牧場と協議した結果、5/26

（水）～6/25（金）まで休業となった。まん延防止重点措置期間は解除となったが、岐

阜県の感染防止対策を鑑み、7/9（金）まで休業を延長することとなった。その後、7/10
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（土）から営業を再開している。 

・市内の農産物直売施設（３施設）においては、地場産市場ひだ・神岡朝市クラブは通常

営業中、三寺めぐり朝市も 7/17（土）より通常営業となる。 

 

(２)水産業 

・昨年よりは落ち着いた状況となっているが、新型コロナウイルスの影響が依然として

先行き不透明であるため、不安を感じている状況。今後も生産者の方々と連絡を取り

ながら状況を注視していく。 

 

(３)畜産業 

 ・令和 3 年度当初の枝肉価格は好調であったものの、新型コロナウイルス第 4 波及び非

常事態宣言、蔓延防止措置等の影響により枝肉価格は下落傾向にある。 

6 月後半あたりから枝肉価格は回復し始め、コロナ前同様 kg 当たり 3,000 円代となっ

てきた。 

※和牛去勢  12/25  3,805 円/kg （R元年度） 

⇒ 5/27  2,549 円/kg （R3年度） 

⇒ 6/24  3,103 円/kg 

⇒ 7/5   3,366 円/kg 

⇒ 7/12  3,120 円/kg 

  ・一方で、飛騨牛の輸出については 2月頃から回復傾向（4月実績 前年比 540%） 

   中心は香港,台湾だが、欧米も回復してきた。 

 ・緊急事態宣言下、全国的に子牛価格相場下げ基調の中、飛騨牛も枝肉価格の下落に伴 

い、関子牛市場では大きく価格が下落したが、6月後半からの枝肉価格回復に伴い、高 

山 7月子牛市場では 80万円と上げた。 

    平均価格 3/5  802,594 円/頭、3/6 723,298 円/頭（R元年度） 

       ⇒ 4/9  814,332 円/頭（関子牛市場） 

      ⇒ 5/8.9  836,883円/頭（高山子牛市場） 

      ⇒ 6/8  732,600円/頭（関子牛市場） 

      ⇒ 7/2.3 831,243円/頭（高山子牛市場） 

 

 (４)林業 

・針葉樹原木の主な納入先である県内大型製材工場では、Ａ材（柱等建材）、Ｂ材（合板）

ともに在庫の減少に伴い受け入れ量を増やしたいが、現在は供給が追い付いていない

状況で価格も既に例年並みに戻っている。 

・この状況を受け、県森林組合連合会は県内の森林組合に対し、スギ等の伐採・搬出を増

やすよう依頼している。 
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④ 生活相談の状況 

延べ相談対応数 282件（7/16現在） 

〇各種制度内容照会  20 件 

〇資金借入相談対応延べ件数 270 件（貸付者実数 133名） 

    （県生活福祉資金）  

      ・貸付決定済  29件   499 万円 

      ・申請受付済   8件   163 万円 

      ・申請予定    7件      

    （返済免除付飛騨市生活支援資金）  

      ・貸付決定済  109件 3,210 万円（再貸付及び再々貸付 32件 970万円含） 

           ・申請受付済   2件   60万円 

      ・償還免除   24件   720万円  

〇住居確保給付金相談対応延べ件数 22件 

・給付決定済   20件（内、給付期間延長（1回目）5件・（2回目）2件） 

    ・給付予定    0 件 

 

⑤ ホームページによる市民からの新型コロナに関する「困りごと」の収集 

・新型コロナに関する市民の影響を直接 HPより収集（R2/5/2～R3/6/18 112件） 

・飛騨市公式ホームページに、回答（R2/5/2～R3/6/18 の 106件分）を掲載。 

・相談者希望による直接回答ほか 2件 

・個人が特定される内容のため非公開 4件 

■６月受付分（6/18まで） 

〇部活動やスポーツ少年団の指導者のワクチン優先接種について 

・新型コロナウイルスのワクチン接種の優先順位についてです。『64歳以下の接種順位(2)の子

供と接する機会の以下の業種の従事者』がありますが、ここに部活動やスポーツ少年団の指導

者の方々を含めることは出来ませんか？指導者の方も子供と接します。活動制限があるくらい

危険度は高いのだと思います。20日にて制限が解除されると活動制限がなくなるようなニュ

ースもあります。安心して子供を預けるためにも、優先順位に含めてほしいです。または、活

動制限継続などの安全確保をお願いします。 

〇ワクチン接種の進め方について 

・ワクチン接種を希望しない方や様々な理由により接種できない方もみえます。今回のワクチン

接種をしない方に対して、強要するような空気を感じます。副作用が怖くて打ちたくなかった

けど、打たないと周りに何を言われるかわからないから打ったという方もみえます。また、同

調圧力で打たざるを得なかったという方もみえ、今も本当にこの先大丈夫なんだろうかと不安

を訴える方もみえます。大変お忙しく大変な状況とは思いますが、個々人の選択を尊重できる

ような情報提供をお願いしたいです。 

〇保育士・教員のワクチン接種について 

・こんにちは。毎日、コロナ対策、ありがとうございます。ワクチン摂取について、お願いがあ

ります。高齢者の次か、或は、残ったワクチンは、保育園や学校の先生に、優先して摂取して

いただきたいです。保育園児や、未満児、小学生などは、ワクチン摂取で、自分を守ることが

できません。親も家族も、とても心配です。先生方が、摂取していただく事で、子供たちを守

って欲しいです。昨日、今日、余りのワクチン摂取の枠があります。その度に、保育園、小学
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校の先生に摂取して欲しい！！と、願ってやみません。どうかどうか、迅速なご判断をお願い

致します。何か、ご対応頂けるなら、有線放送して欲しいです。よろしくお願い申し上げま

す。子どもが心配です。 

〇ワクチン接種の電話予約・土日接種について 

・いつもありがとうございます。ワクチンの予約についてですが、基本的に Web 予約を推し進め

たいのだとは思いますが、なかなか電話しかできないというお年寄りもいらっしゃると思いま

す。水曜日にどうしても私が Web予約することができず、両親に電話での予約を試みるように

言ったのですが、電話をかけるたびに機械音の声が出て、しばらくたってから掛け直すように

と言われ、それを何度もするとかなり電話料金がかかると思われます。繋がらないなら繋がら

ないで、通話中でいいのではないでしょうか？予約の電話が繋がらず予約もできないのに、電

話料金だけ嵩むのはどうなのかなと思います。また、病院の接種枠がどうなのか分からないの

ですが、土曜日や日曜日の接種は難しいのでしょうか？ 

〇ワクチン接種時の対応について 

・いつもコロナ対策にご尽力下さりありがとうございます。先日、身内のワクチン接種に付き添

い、スムーズに実施していただいたことを感謝いたします。その際に気になったことを相談さ

せてください。注射をして、その後の 15分間の待機のとき、病院の事務員の方が、具合が悪

くないかなど確認してくれましたが、個人個人に声をかけ、肩や腕を触るなどのスキンシップ

をされていました。悪気がないのは分かりますし、高齢者には親しみを感じる方もいらっしゃ

るとは思いますが今はむしろ、密にならない、必要以上のスキンシップはしない方がいいので

はないでしょうか？もちろん、必要な時には手を貸していただくことは本当にありがたいで

す。しかし、今回の場合は個人個人に触れ合うようにして声をかけるより、距離を保ったうえ

で、みなさんに声をかけられる方が適切な場面かと思いました。ご検討、よろしくお願いしま

す。 
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２ 本市の対応状況 

飛騨市においては、「独自の徹底した感染防止対策」を図りつつ、「経済を平常

時に戻す取り組み」を進めるため、以下の対策を実施している。 

 

(１) 感染症の予防・拡大の防止対策 
 

① 岐阜県まん延防止等重点措置区域の指定終了に伴う飛騨市の対応（6/18 時点） 

(ア) 市民・事業者への依頼 

（1）基本的な感染防止対策の徹底継続 

・「三密はもちろん、一密でも徹底的な回避」や、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指

消毒」、「体調の管理」をはじめとした基本的な感染対策の徹底を継続してお願いし

ます。 

・マスクは、飛沫量の吐き出し吸い込み防止効果の高い不織布などのマスク着用をお

願いします。 

・人との距離は、できるだけ２ｍ、最低でも１ｍの確保をお願いします。 

・職場や学校、家族内で発熱等体調不良時は全ての行動をストップし、周りの方の健 

康状態の確認をお願いします。 

・マスク着用時は激しい運動は止め、小まめに水分補給をする、エアコン稼働時でも 

十分な換気を行うなど、熱中症予防とコロナ対策の両立をお願いします。 

・出水期に備え、各自でマスクや消毒液などを準備し、災害時の避難所生活における 

コロナ対策の備えを徹底してください。 

・現在急増している変異株へも同じ対策で感染防止が可能です。 

・ワクチンを接種されても決して油断せず、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 

（2）移動・飲食に関する自粛 

・愛知県をはじめ、まん延防止等重点措置区域及び緊急事態措置区域への不要不急の

移動回避をお願いします。 

・自宅を含めて、大人数・長時間での飲食の自粛をお願いします。深酒をせず、大声を

出さず、マスク飲食の徹底をお願いします。 

・同居家族以外の大人数のバーベキューは、たとえ屋外や自宅の庭等であっても長時

間の飲食や深酒を誘引しますので自粛をお願いします。 

・カラオケはマスクを着用したまま歌う「マスクカラオケ」の徹底をお願いします。 

（3）飲食店及び遊興施設等への対応 

・営業時間短縮要請はありません。 

・各職場や店舗等において、業種別ガイドラインの遵守と感染防止対策の徹底をお願

いします。 

・６月 21日（月）以降、飲食店を対象に「飛騨市感染対策指導員」が巡回し、各店の

対策状況の確認やアドバイス等を行います。 
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 (イ) 市の対応 

(1)小中学校・スポーツ少年団 

・授業・活動については、これまでの感染防止対策を継続し、通常どおり行う。 

・中学校の部活動については、健康状態の確認を徹底し、体調不良者を参加させない。 

・練習は、「岐阜県部活動指針」に示す活動時間（休養日は、土日どちらかを含め週２ 

日以上・時間は、平日２時間・休日３時間程度）を遵守する。 

・練習試合や合同練習は、日帰りを基本とし、「緊急事態措置・まん延防止等重点措置」 

の適応地域の学校とは実施しない。 

 ・スポーツ少年団の活動は１日あたり平均２時間以内、休日３時間以内とする。 

 ・健康状態の確認を徹底し、体調不良者は参加させない。 

・スポーツ少年団の試合は公式・交流・練習試合等は日帰りを基本とし、「緊急事態措 

置区域への移動は控える。また、県外へ遠征する場合は、単位団指導者・保護者の同 

意を得て行動、事前に飛騨市スポーツ少年団事務局へ報告する。 

 (2)保育園・放課後児童クラブ・子育て支援センター・放課後等デイサービス等 

・これまでの感染防止対策を継続し、通常どおり運営 

(3)医療機関、社会福祉施設・老人福祉施設等 

・これまでの感染防止対策を継続し、通常どおり運営 

(4)市有施設等の営業時間短縮 

・スポーツ施設、文化施設、温浴施設、公民館等の貸館施設の営業時間はこれまでの 

感染防止対策を継続し、通常どおり運営 

(5)イベント・スポーツ大会等 

・イベント等の催事については、以下の要件に沿った開催を要請します。 

➢ ５千人又は収容定員 50 ％以内のいずれか大きい方（上限１万人） 

 

② コロナ禍における災害時の対応 

(ア)以下の対応を原則とします。 

・土砂災害、洪水時の、原則２階等への垂直避難 

・避難所へのマスク、体温計、消毒液、石鹸等の携行 

・４月に「避難者カード」を全戸配布 

(イ)自宅を離れて水平避難が必要な場合は、地域を限定して避難指示を発令 

(ウ)地震については、市内の被害状況を確認し災害対策本部より避難場所を指示 

(エ)令和２年５月２１日に感染症に備えた避難所運営マニュアルを公表 

(オ)令和２年広報ひだ７月号に災害時の新型コロナウイルス対応チェックリストを掲載 

(カ)令和３年広報ひだ７月号に「飛騨市の防災」特集を掲載 

 

③ マスク・消毒用アルコール等の備蓄 

(ア) サージカルマスク（7/16現在） 

（Ｒ２実績） 
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調達 163,000枚  支給 51,505 枚  在庫 111,495 枚 

調達先：当初からの備蓄（26,000）、購入（85,000）、経営者懇談会寄贈（10,000）、ア

ルプ 

ス薬品工業㈱寄贈（26,000）、青島泰東製薬有限公司寄贈（10,000）、すみれリ

ビ 

ング寄贈（1,000）、匿名寄贈（3,000）、㈱川勝興業寄贈（2,000） 

支給先：飛騨市医師会、歯科医師会、薬剤師会、社会福祉施設、飲食店等 

（Ｒ３実績） 

調達 111,495枚  支給  0枚  在庫 111,495 枚 

調達先：R2 繰越分（111,495）、購入（0） 

（課題・市民の意見等） 

・マスクについては、市場に出ており、入手が容易となってきているが、今後の状況

を確認していく。 

（今後の対応） 

・入手困難な状況に備え、流通に配慮しながら常に 10万枚を備蓄する。 

・消費期限が切れたものを随時更新していく。 

(イ) 消毒用アルコール（7/16現在） 

（Ｒ２実績） 

 調達 1,032ℓ  支給 858ℓ  在庫 174ℓ 

 調達先：購入（560）、アルプス薬品工業㈱（400）、渡邊酒造店（72） 

 支給先：飛騨市医師会、歯科医師会、薬剤師会、社会福祉施設、市有施設等 

 ・厚生労働省から直接医療機関等へ高濃度エタノール 738ℓが支給される。（6/5～

6/19） 

（Ｒ３実績） 

 調達  174ℓ  支給 0ℓ  在庫 174ℓ 

調達先：R2 繰越分（174）、購入（0） 

（課題・市民の意見等） 

・市販の手指消毒用アルコール（正規品）の流通量は増えてきており、令和２年度の

春先に比べ入手し易くなってきている。 

（今後の対応） 

・今後の手指消毒用アルコール流通量を注視しながら、必要に応じて購入していく。 

・消費期限が切れたものを随時更新していく。 

 

④ 新型コロナウイルス感染対策の普及啓発の徹底（第７弾） 

これまで、市は発出してきた感染症対策について、各団体が実施する会議において感

染症対策の必要性や対策の意味について普及啓発を行うとともに、マスク着用を徹底す

るための啓発ポスターを作成し、市民全体の感染防止対策意識の向上を図る 

 



 

- 17 - 

 

⑤ 誹謗中傷等に対する取り組み 

誹謗中傷や嫌がらせ行為等が発生した場合、迅速かつ厳正に対処するため、以下の取

り組みを実施。 

(ア) 新型コロナ『誹謗中傷等』相談窓口を設置。 

(イ) 飛騨警察署と連携し迅速・厳正に対応。 

(ウ) 市役所内に「新型コロナ誹謗中傷対策チーム」を設置 

◆飛騨市新型コロナ「みんなにやさしいまちづくり宣言」（８月７日） 

一 万が一感染者が発生した場合でも、感染者とその家族、関係者にやさしく接し、「大事

にしてください」「早くよくなるといいですね」などの温かい言葉を送ります。 

一 医療や介護、保育など、人と接する最前線で働かれる方々にやさしく接し、感謝と尊

敬の念をもって「ありがとう」の言葉を送ります。 

一 市内での県外ナンバー車両や観光客にもやさしく接し、自身の感染防止対策に努めま

す。 

（実績） 

・相談＝３件 （7/16現在） 

 

⑥ 新型コロナウイルスワクチンの接種と執行体制の整備（第９弾） 

迅速かつ確実なワクチン接種を実施するため、市役所内に「新型コロナウイルスワク

チン接種推進室」を設置するとともに、飛騨市医師会等との連携により市民の皆さんが

速やかにワクチン接種できる体制を整備し、種対象者の早期接種終了を目指す。 

１．これまでの取り組み等 

（実績） 

・1/18 第 1回飛騨市医師会との打合せ 

・1/27 新型コロナウイルスワクチン接種推進室設置 

・2/8  第 2回飛騨市医師会との打合せ 

・2/15 超低温冷凍庫（ファイザー製ワクチン保管用）1台を基本型接種施設の飛騨

市民病院に設置 

・3/8  第 3回飛騨市医師会との打合せ 

・3/10 超低温冷凍庫（ファイザー製ワクチン保管用）1台を基本型接種施設の古川

病院に設置 

・3/23 高齢者施設に対するワクチン接種説明会（Zoom 会議） 

・4/1  コールセンター開設 

・4/6  居宅サービス事業者に対するワクチン接種説明会 

・4/15 医師会理事会説明会 

・4/16 市民病院へ医療従事者用ワクチン１箱（195 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

    うち、7 ﾊﾞｲｱﾙを古川病院へ移送 

・4/16～ 医療従事者接種開始 
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・4/24 古川病院へ高齢者用ワクチン１箱（195 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 5回用））入荷 

・4/26～ 高齢者施設入所者及び従事者接種開始 

・5/2 市民病院へ高齢者用ワクチン１箱（195 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 5回用））入荷 

・5/6～ 全高齢者にワクチン接種券送付 

・5/12～ 居宅サービス利用者の予約受付け開始（～5/17予約受付数：732 人） 

・5/19～ 80歳以上高齢者の予約受付け開始（～5/19 予約受付数：666人） 

・5/19～ 居宅サービス従事者接種開始 

・5/20 医師会理事会説明会 

・5/23 古川病院へ高齢者用ワクチン３箱（585 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

    市民病院へ高齢者用ワクチン２箱（390 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

・5/26～ 75歳以上高齢者の予約受付け開始（5/26～5/31 予約受付数：1,436人） 

                    （6/2～6/7 予約受付数：1,594 人） 

・6/6 古川病院へ高齢者用ワクチン２箱（390 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

    市民病院へ高齢者用ワクチン２箱（390 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

・6/7 16 歳～64 歳の全市民（11,075 人）へワクチン接種意向調査書発送（6/13 期

限） 

   《7/6 現在回答状況》 

    回答者総数：9,695人 回答率：88％ 

①接種について 希望する：8,633 人 希望しない：504 人 接種済：557 人 

②治療中の基礎疾患の有無 基礎疾患あり：1,655 人 基礎疾患なし：8,039

人 

③ＢＭＩについて 30以上：746 人 30未満：8,948 人 

・6/9～ 71歳以上高齢者の予約受付け開始（～6/14予約受付数：1,737人） 

・6/11 64歳以下のワクチン接種優先順位について市の方針を公表 

・6/16～ 67歳以上高齢者の予約受付け開始（～6/21 予約受付数：1,040 人） 

・6/17 医師会理事会説明会 

    64歳以下ワクチン接種希望者へ接種券発送 5,145 人分（6/13到着分まで） 

・6/20 古川病院へ高齢者用ワクチン１箱（195 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

    市民病院へ高齢者用ワクチン２箱（390 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

・6/23 古川病院へ高齢者用ワクチン２箱（390 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

    市民病院へ高齢者用ワクチン１箱（195 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

・6/23～ 65歳以上高齢者、基礎疾患を有する者等 52歳～64 歳及び社会福祉施設等

の従事者の予約受付け開始（～6/28予約受付数：1,454人） 

・6/29～ 基礎疾患を有する者等 16 歳～51 歳及び 60 歳～64 歳一次募集受付け開始

（～7/5予約受付数：1,453 人） 

・7/5～ アルプス薬品工業㈱での職域接種開始（規模 1,500 人） 

・7/7 古川病院へ 64歳以下用ワクチン２箱（390 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

・7/6～ 60 歳～64 歳二次募集及び社会機能の維持に必要な従事者の一部受付け開
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始（～7/13 予約受付数：472人） 

・7/12 市民病院へ 64歳以下用ワクチン１箱（195 ﾊﾞｲｱﾙ（1 ﾊﾞｲｱﾙ 6回用））入荷 

・7/13～ 国からのワクチン供給の目途が立たないことから新規予約を一時休止 

・7/14 12 歳～15 歳の市民へワクチン接種意向調査発送 対象者数：707 人（7/23

期限） 

・7/31～ 飛騨圏域大規模接種開始予定（規模 3,500 人） 場所：飛騨・世界生活文

化センター 

２．ワクチン予約サポートセンター 

  市役所及び各振興事務所において、来庁された予約者から職員が必要事項の聞き

取りを行い、直接予約システムに入力する体制を整備（5/19～ 火曜日を除く平日） 

（予約受付者数） 

・5/19～5/24 本庁：11人、河合：2 人、宮川：5人、神岡：20人、合計：38 人 

・5/26～5/31 本庁：70人、河合：14 人、宮川：17 人、神岡：117人、合計：218 人 

・6/2～6/7 本庁：150人、河合：34 人、宮川：16人、神岡：111 人、合計：311 人 

・6/9～6/14 本庁：82人、河合：11人、宮川：13人、神岡：90人、合計：196 人 

・6/16～6/18 本庁：33人、河合：11人、宮川：9人、神岡：37人、合計：90 人 

・6/23～6/28 本庁：22人、河合：4 人、宮川：3人、神岡：21人、合計：50人 

・6/30～7/5 本庁：7人、河合：1人、宮川：0人、神岡：0人、合計：8人 

３．コロナワクチン大事にせんかなバンク 

 ワクチンの余りが出た時にすぐに接種を受けていただける 65 歳以上の高齢者を

募集し登録する。5/18～（6/17から 16歳～64歳を追加拡充） 

（実績） 

7/16 現在登録者数 

・古川地区：249 人、宮川・河合地区 21人、神岡地区：123人、合計：393人 

 登録者のうちこれまでに接種された方：166人 

４．ワクチン接種時の高齢者に対する交通費支援 

 医療機関への移動に困難を抱える高齢者が安心してワクチンを接種できるよう、接

種当日の医療機関への往復について、バスを無料、タクシーの自己負担を 500円にす

ることで、ワクチンを接種しやすい環境を整備（R4.2.28まで） 

（実績） 

・7/11現在 タクシー：876件 バス：163 件 （件数は片道 1件） 

 

⑦ 市民を対象とした医療機関での無症状 PCR 検査の助成（第９弾） 

無症状の新型コロナウイルス感染者を早期に発見し、市民の不安の解消と市中感染の

防止を図るため、市民自らの希望により市内医療機関で無症状 PCR 検査を受ける場合、

自己負担額１万円/回で検査を受けられるよう支援。 

（実績） 

7/10現在 
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・助成数：36件（R2:22件） 

※当月分を翌月 10日までに請求 

 

⑧ コロナ検査機器の導入による迅速で安価な無症状検査体制の整備（第 10 弾） 

即時に判定可能なコロナ検査機器を導入するとともに検査の自己負担を３千円にする

ことで、社会活動において感染の不安を持たれた市民が迅速かつ安価に検査を受けられ、

早期に社会活動を再開できる環境を整備します。 

（導入機器） 

 製 品 名：ＩＤ ＮＯＷ  測定原理：等温核酸増幅法（ＮＥＡＲ法） 

 処理時間：13分以内     検体種：鼻咽頭ぬぐい液 

（実績） 

・市民病院は既に２台導入済 

・5/26 古川病院、河合医院、河合診療所（宮川診療所兼用）に各１台導入 

・6/2  大高医院に導入 

・助成件数：106 件（7/10 現在） 

 

⑨ 抗原定性検査キットの備蓄によるスクリーニング体制の強化（第 10 弾） 

自ら検体を採取し即時に判定ができる厚生労働省から薬事承認された抗原定性検査キ

ットを市が備蓄し、市内の介護施設などの事業所において感染者が発生した際に、迅速

に一斉スクリーニングを行える体制を整備することで感染拡大及びクラスター発生の防

止を図る。（適用対象を５月 18日から市内一般事業所にも拡大） 

（備蓄キット） 

 製品名：Pandio COVID-19 Antigen Rapid Test 

 測定時間：約 15分  検体種：鼻腔ぬぐい液  使用期限：製造から１年 

 購入量：1,100 キット 

（備蓄実績） 

・5/21 先行して 600キットを備蓄（残り 500キットは状況を見ながら購入する。） 

（中林 ICD によるキット使用講習会） 

・4/28 医療・介護関係事業所を対象に開催 

・5/26 エッセンシャルワーカーを対象に開催 

・6/9  一般事業所を対象に開催 登録事業所 57社 

・7/6  宿泊事業者を対象に開催 登録事業所 51社 

（支給実績） 

・支給事業所数：３事業所  支給キット数 51キット（6/18 現在） 

 

⑩ 感染対策指導員の配置による飲食店等の感染対策の徹底（第 10 弾） 

飲食店等の更なる感染対策の徹底を図るため感染対策指導員を新たに配置し、マスク

飲食のほかアクリル板等の設置、換気対策など総合的な感染対策の指導を行う。 
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（実績） 

・5/7～ 感染対策指導員募集（応募者数：延べ 20 人 5組/2人･組で巡回） 

・5/26 中林 ICD による感染対策研修会開催 

・6/4  市内飲食店にて実地指導研修 

・感染対策指導店舗数（7/21現在） 

初回訪問済店舗 164件/対象店舗 181 件（進捗率 90.6%） 

 

⑪ 医療機関における院内感染予防のための自費検査等の支援（第９弾） 

市内医療機関における院内感染を予防するため、重症化リスクの高い患者等やスタッ

フに対し医療機関が自主的に実施する無症状 PCR 検査の費用について、検査対象者１人

につき１万円を助成。 

（実績） 

【令和２年度】 実施 18人（医療従事者 14名、患者４名） 130,510円の補助交付 

【令和３年度】 実績なし（7/16現在） 

 

⑫ ハウス等農業施設等の感染予防環境整備の支援（第９弾） 

市内農水産事業者の安全な雇用維持、事業継続のため、調整作業等を行うハウスや作

業場、集出荷施設等の感染防止対策にかかる費用について、最大 10万円を補助 

（実績） 

【令和２年度】 

・申請書提出 5件 設置済み 5件 394,000円の補助交付 

【令和３年度】 

 ・申請書提出 1件 設置済み 1件  17,000 円の補助交付 

 

⑬ 市内事業者との連携による建物消毒体制の強化（第４弾） 

全国的な新型コロナウイルス感染拡大により、市内において万が一感染が発生した 

際、速やかな消毒対応を行えるよう市内事業者との連携により、感染者の消毒作業費 

用に対し個人は 2/3、事業者は 1/2（社会福祉施設及び医療施設等は 10/10）を支援。 

（実績） 

※一般社団法人岐阜県ペストコントロール協会と「災害等発生時における防疫活動の 

協力に関する協定書」締結（5/8）し、感染が確認された場合、関係する住宅や施設 

を速やかに消毒できる体制を整備 

・１件：2/16 事業施設実施（3/22 交付決定額 83,000 円、補助率 1/2） 

 

⑭ サテライトオフィス開設支援事業補助制度（第９弾） 

コロナ時代のニューノーマル（新常態）に対応し、市内事業者がサテライトオフィスを

開設する際の費用に最大 100 万円を支援することで感染拡大の防止を図り、多様な働き

方を実現しようとする企業を応援。 
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（実績） 

・実績=０件、相談３件（5/27現在） 

（課題・市民の意見等） 

・今後の新型コロナ感染症の状況を見計らった上で検討したいとの事業者の声。 

（今後の対応） 

・感染症第４波の影響が予断を許さない状況にあり、引き続き随時相談対応予定。 

 

⑮ 地区有集会施設等の感染防止対策支援制度（第４波緊急対策） 

各地区での地域コミュニティ活動への不安が拡がりを見せていることから、各地区有

集会施設等が購入する二酸化炭素濃度測定器購入の費用について最大１万円を補助し、

安心して各地域での活動できるように支援する。 

なお、期間については６月１日から９月末までとする。 

（実績） 

・実績=９件（7/20 現在） 

⑯ CO2 センサーの購⼊助成による店舗等の換気の徹底（第 10弾） 

飲⾷店など対⾯型の店舗等における適切な換気を徹底し、より⼀層の感染防⽌対策を

講じていただくため、室内の換気が⼗分かどうかを視覚的に確認できる⼆酸化炭素濃度

測定器（CO2 センサー）の購⼊費⽤の⼀部を助成。 

（実績） 

・実績=11件、交付決定額 60千円（7/21 現在） 

（今後の対応） 

・飛騨市安全安心コーディネーターの巡回時に導入検討をしながら促進を図る。 

 

⑰“がっちり安全対策”検査キットによるコロナガード体制の構築（第 11 弾） 

スポーツ合宿や教育旅行の需要が高まる中、お客様の安心と受入側の安全を強化する

ため、抗原定性検査キットを活用した「飛騨市コロナガード体制」を構築。 

(ア) コンベンション等主催者ガード対策 

コンベンション主催者が行う事前に市販キットを活用した抗原定性検査費用の一部

を負担。補助額 2,000 円／人。期間は令和３年７月１日から令和４年３月３１日まで。 

   ※飛騨市コンベンション開催支援補助金、周遊観光バスツアー補助金等に上乗せ。 

（実績） 

７月～コンベンション主催者、旅行事業者等に周知 

   

(イ) 市内宿泊施設ガード対策 

  宿泊施設におけるクラスター発生を防止するため、従業員や宿泊者が体調不安を感

じた際に速やかに抗原定性検査を実施できるよう市内宿泊事業者に市備蓄キットを配

備。 
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※検査キットを使用した場合は市報告（状況把握）。  

（実績） 

７月６日 宿泊施設におけるコロナ対策研修会開催 

     講 師：飛騨市民病院 中林医師 

     参加者：５７名 

     内 容：宿泊施設におけるコロナ感染予防対策 

         コロナ検査キットの使用方法（実技） 

（市備蓄キット） 

 製品名：Pandio COVID-19 Antigen Rapid Test 

 測定時間：約 15分  検体種：鼻腔ぬぐい液  使用期限：製造から１年 

 

（対応済） 

〇 インフルエンザ予防接種費用助成の拡大 

  新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を前に、重症化しやすい高 

 齢者や基礎疾患のある方、医療機関及び介護事業所の職員へ予防接種費用助成を大幅に拡大 

し、症状の類似したインフルエンザの発症をできる限り減らし、市民の不安の解消と医療現 

場の混乱を回避します。 

（実績） 

・9/24～9/25 65歳以上定期接種対象者（無償）へ予診票送付 9,230 人 

・9/28～9/30 65歳以上の方の早期接種、そのほかの方は 10/26まで接種を控えていた 

だく旨を同報無線により広報 

・10/1～ 予防接種開始（令和 3年 1月末まで） 

・接種実績 

高齢者（無償）:7,329人  基礎疾患のある方（2,200円助成）:221人 

 

〇 マスク・マスク袋の配布による“マスク会食”の普及啓発（年末年始） 

 「会食中に飲食する際はマスクを外し、お喋りする際はマスクを着ける」というマスクを

着けたまま会食する新たなマナー「マスク会食」の普及啓発により楽しい会食を続けていく

ため、食事中に使う使い捨て不織布マスクとマスク袋を市内飲食店に配布 

（実績） 

・12/23配布 不織布マスク 100枚/店舗×209店舗分＝20,900枚 

       マスク袋   80枚/店舗×209店舗分＝16,720枚 

 

〇 ポスターやチラシ等による感染対策の再徹底（年末年始） 

 飲食店等で飲食をされる際に、飲食店と利用者が一緒になって感染対策を徹底し、楽しく

会食ができるよう、市が作成するポスターやチラシを飲食店等に掲示していただき、これま

での感染対策や新マナー「マスク会食」の徹底と「９時で帰ろうキャンペーン」を促進 

また、初詣など人が多く集まる場所や県を跨ぐ往来などに対し、広報ひだ号外版による市
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民への注意喚起を図る 

（実績） 

・12/23配布  ポスター・チラシ 209店舗分 

 

〇 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金への対応（終了）（第５弾） 

岐阜県の緊急事態措置による休業等要請（4/18～5/6）に全面的にご協力いただいた 

事業者の皆様に対する「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について、 

県 2/3、市 1/3の費用負担により１事業者あたり５０万円を県から支給。 

（実績） 

・申請期間：4/23～5/20  

・県全体 申請 16,989件、決定 15,191件（6/12現在）。 

 ※5/20（当日消印）をもって申請受付終了、最終的な件数は処理中。 

 

〇 飛騨市役所フリーアドレス化による３密対策の強化（終了）（第４弾） 

飛騨市役所内でのまん延防止を図るため、Wi-Fiを整えるなどフリーアドレス対応 

が可能な環境を整備し、執務中の密集・密接を回避。 

（実績） 

 ・各課に飛沫防止用のつい立を配置。 

 ・会議室の Wi-Fi利用による分散執務を実施。 

 ・会議室の利用人数の制限、時間の短縮、密とならない配置を徹底。 

 ・テレワークシステムの試験導入により、希望者はテレワーク勤務可能。 

□・お宿で安心テレワークへ参加し、テレワーク勤務を実施 延 657人（2/8～3/31） 

 

○ 市有施設の感染防止対策の強化（終了）（第７弾） 

市有施設の感染防止対策として、各施設にアクリル板や消毒液等を増設し、市民に安心

して利用して頂ける環境を整備。 

（実績） 

アクリル板、消毒液等の配備の状況 ５５施設に必要資材を配備 

・換気用網戸の設置 ９施設（商業１、文化３、体育４、保健１） 

・トイレ手洗いの自動水栓化（神岡振興、河合振興、飛騨市美術館） 

・非接触顔認証式体温測定機３台を購入 

・二酸化炭素濃度測定機２台を購入（市役所大会議室、２階会議室） 

 

〇 飛騨地域医療支援プロジェクト（寄付金募集は終了） 

飛騨地域の医療を支援するため、認定 NPO 法人まちづくりスポットと飛騨市、高山 

市、白川村の官民連携による「飛騨地域医療支援プロジェクト」を立ち上げ、寄付を 

募集し「飛騨地域医療支援基金」を造成し、今後の感染拡大の第２波、第３波の可能 

性に備えて、飛騨地域の医療体制の盤石化を図るべく支援金や医療資器材を医療機関 
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へ提供。 

・寄付募集の期間 6/2～7/30 

・目標金額 10,000,000 円 

（実績） 

・寄附金募集の状況 560 件、28,001千円【目標達成率 280％】 

※クラウドファンディングにかかる手数料を差し引いた、27,701千円を「飛騨地域医 

 療支援基金」に積み立てて、地域の医療機関への支援に活用されます。 

 

〇 市内介護施設等の相互応援体制構築とその支援 

感染が介護施設内等に発生した場合、介護職員が濃厚接触者として自宅待機等になるこ 

とが予測され、介護サービスの維持が困難になることが分かっています。そこで、市内の介 

護事業所を運営する法人を連携する仕組みをつくり、他の法人から職員を派遣することで、 

感染症対応期間における感染症発生施設の介護サービスのア提供体制を安定的に継続確保。 

（実績） 

・9/28 介護施設等を運営する市内の４つの社会福祉法人と市で職員の相互応援派遣 

に係る協定を締結。 

 

〇 市内の医療機関及び介護事業所の職員の危険勤務時の宿泊施設の提供支援 

感染者が発生した医療・介護施設で働く職員が、同居する家族等の感染リスクを恐れ自 

宅に帰れない場合、安心して休養できる宿泊施設を提供するとともに、その費用を支援。 

（実績） 

・9/28 市内の２つの宿泊施設と市で宿泊提供に係る協定を締結 

 

〇 市内介護事業者への感染防護衣着脱研修の実施 

    感染者や濃厚接触者が発生した際に防護衣を着て介護をする必要があるため、市で実地 

の研修会を開催した。 

講師：飛騨市民病院看護師 2名 

  開催日：9月 18日（神岡）、9月 30日（古川）、10月 8日（神岡）  

  １８事業所４６名参加 

 

〇 高原郷ケアネット（医療介護連携研修会） 

   高原郷エリアの医療、介護、行政関係が一堂に会し、毎年３回づつ実施してきたこの研 

修会を今年度は ZOOM を活用し、コロナの対策に絞ったコロナの正しい知識の習得や情報交 

換、感染発生時の対応課題抽出、対応方法の検討などを行っている。ZOOMのメリットを活 

かし、古川町内の介護事業所や、飛騨保健所長、飛騨県事務所の福祉課長にも参加いただ 

くなど市の総合的な医療介護連携の対策会議になってきている。 

①7月 22日（水）夜 ８３名参加    

②9月 14日（月）夜 １０７名参加 
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③１１月２６日（木）夜 ８３名参加予定 

④2月 18日（木）夜 ９６名参加 

令和 3年度 

⑥6月 14日（月）夜 ８０名参加 

   古川町内の事業所の参加も増やし、先般の市内介護施設での職員感染発生の振り返りを

しながら、自らの施設での感染発生対策等グループで情報交換し、中林 Drの助言を得る。 

 

〇 医療機関受診控え傾向等に対する受診啓発 

①12月広報誌において 1ページ使い周知を図った。 

    飛騨市歯科医師会からのメッセージ掲載と口腔フレイル予防啓発 

    ※歯科受診控えに関する記事掲載  11/7 中日新聞、11/10岐阜新聞 

②飛騨市医師会による受診時の留意事項の啓発 

    飛騨市医師会からの広報チラシにより 12月全戸回覧 

 

〇 市内医療機関への支援 

  軒並み収入が減少した市内医療機関と歯科医療機関に、感染防止対策に係るかかり増

し経費負担が厳しいことから、医師会に 200 万円、歯科医師会に 50万円を補助 

 

〇 地区有集会施設等の感染防止対策支援制度（終了）（第７弾、第８弾） 

各地区での地域コミュニティ活動への不安が拡がりを見せていることから、各地区有集

会施設等が実施する飛沫感染防止対策等の費用について最大１０万円を補助し、安心して

各地域での活動できるように支援する。なお、期間については 7 月１４日から１０月末ま

でとしていたが、全国的な衛生備品等の在庫不足により、入手しにくい状態になったこと

から、令和３年３月３１日まで。 

（実績） 

・感染防止対策の申請：７９件 (3/31現在） 

 

〇 医療・介護・福祉などの公共サービス事業者に対する感染防止対策支援（終了）（第９弾） 

代替の利かない公共サービスを担う事業者における感染防止対策の更なる徹底に向け、

事業者独自のさまざまな対策に幅広く活用できる１事業者あたり公共サービス従事者数×

６千円の包括的な補助制度を創設し、市民の皆さんの安全で安心な暮らしを支えます。 

（実績） 

・申請件数 52件（3/31現在） 

 

〇  市内小中学校における感染防止対策の強化（終了）（第９弾） 

市内小中学校の消毒液等の保健衛生用品や換気対策のためのサーキュレーターの追加購

入と、手洗い場の非接触型自動水栓の導入 
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〇 新型コロナ対応事業所内環境整備事業補助制度（終了）（第９弾） 

全国各地で様々な事業所においてクラスターが発生していることを踏まえ、従業員の感

染防止を図るため、飛騨市安全安心コーディネーターの監修を受けて事業所内の事務室・

休憩室等の環境整備を行う事業者に対し、補助率 10/10・上限 10万円を支援 

 

（実績） 

・２２件 １,８８４千円 (4/16現在) 

 

〇 発熱者等診療及び感染症検査体制整備支援制度（終了）（第８弾） 

症状による識別が難しいインフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行に備え、診療

や検査の体制を整備する市内医療機関に対し、最大 100万円を支援することで市内の診療・

検査体制の環境整備を推進。対象期間は、４月１日から令和３年３月３１日まで 

（実績） 

・交付決定済 ５件  4,253,000円（3/31現在） 

     ※江尻、玉舎、大髙、垣内、古川病院 
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(２)新型コロナに負けずに頑張る市民への支援 
 

(ア)急激な市民生活の変化に対する支援 
 

① 新型コロナウイルス感染症傷病手当金（第５弾） 

国民健康保険及び後期高齢者医療加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染するな

どし、療養のため働くことが出来なくなった場合に、標準報酬日額の 2/3に相当する「傷

病手当金」を支給。 

（実績） 

 7/16 現在 

・相談＝0件（R2:0 件 R3:0件） 実績＝0件（R2:0 件 R3:0 件） 

 
② 飛騨市新型コロナウイルス感染症総合相談窓口（第５弾） 

市民の皆様からの生活や雇用、事業の資金繰りなど、様々な支援制度のご相談に対応

できる相談窓口を飛騨市役所１階に開設。 

【開設時間】 平日 8:30～17:00 

【専用電話】 0577-62-9200 

（実績） 

・電話相談 400件、窓口相談 100件 計 500 件（5/1～3/30） 

＜内訳＞ 

・給付金・協力金に関する相談（158 件） 

・商品券に関する相談（37件） 

・市補助に関する相談（146件） 

・生活に関する相談（12件） 

・事業に関する相談（13 件） 

・就労に関する相談（8件） 

・学校に関する相談（4件） 

・感染対策に関する相談（41 件） など 

 
③ “返済免除付き”生活支援資金貸付制度（第２・４弾・第７弾） 

収入減少により、生活に支障をきたしている方に対し、一時的な生活資金を最大 30万

円無利子で貸し付ける制度について、返済免除要件を中心に貸付要件を大幅に緩和拡充。 

 

（実績） 

・申請実績（7/16 現在） 

 

 

 

貸付実績（振込済） 109 件 3,210 万円 

貸付実績（振込前） 2 件 60万円 
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・償還免除実績  24件 720万円 

（課題・市民の意見等） 

・宿泊業などシフトが戻ると思って現在の就業先に留まっているものの状況が好

転せずシフトが組まれず、生活資金に困るといった状況の方もいる。65歳以上で

貸付を受けている方も３割ほどおられる。 

（今後の対応） 

・シルバー人材センターや農業担い手など軽就労の人手を求める雇用者等へのつ

なぎや、個人事業主には別業態への経営シフトや債務整理など抜本策を講じる必

要のある方もいるため、商工課、農業振興課や地域包括ケア課、社会福祉協議会、

シルバー人材センターで「就労マッチング等検討会」を行う。 

 

④ 住居確保給付金（国制度）への対応（第４弾） 

離職・廃業等により住宅を失う恐れが生じている方に対し、所要の求職活動等を要件

に家賃相当額の支給を行う住居確保給付金（国制度）について、今般の新型コロナウイル

ス感染症の影響のための休業等に伴う収入減少となった方も給付を受けられるよう対象

範囲が拡大された。 

（実績） 

・給付実績=２０件（内、期間延長７件）、給付予定０件 給付対象外２件（6/18 現在） 

（課題・市民の意見等） 

・家賃支払いに苦慮する相談の中から家計改善支援の必要があることがみえてくる方

もいる。また、生活資金の貸付け相談の中からこの給付金の対象になることがわか

るケースもある。 

（今後の対応） 

 ・今後も社協の貸付相談に来られた方について、該当性を都度確認していく。 

 

⑤ 市税等の納付猶予要件の緩和及び減免（第３弾） 

収入の減少により一時に市税（市県民税・固定資産税・軽自動車税等）、国民健康保険

料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料、下水道等使用料、保

育料、情報施設使用料、育英基金償還金を納められない事業者等に対する納付の猶予要

件を緩和。 

（実績） 

（1）猶予関係 

延べ件数（令和２年度末 確定） 

・市税：相談４７件、申請４２件、猶予許可額１６，９８０千円 

・国民健康保険料：相談１０件、申請４件、猶予許可額３００千円 

・介護保険料：相談２件、申請０件 

・水道料：相談４件、申請３件、猶予許可額７３千円 

・下水道使用料：相談４件、申請３件、猶予許可額９０千円 
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・市営住宅使用料：相談１件、申請０件 

・情報施設使用料：相談７件、申請７件、猶予許可額８１千円 

（2）減免関係（Ｒ２年度末 確定） 

・国民健康保険料減免申請件数４９件 減免額５，２２２千円 

         （うち令和元年度分 ２０件 ６２９千円） 

 ・後期高齢者医療保険料減免申請件数 ２件 減免額８４千円 

          （うち令和元年度分 １件 ７千円） 

 ・介護保険料減免申請件数１４件 減免額１，００８千円 

（経過・状況等） 

 ・猶予（2/1納期まで）、減免（3/31申請期限）ともに上記数値で確定した。 

 (3) 中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に係る令和３年度固定資産税軽減措置 

   関係 

 ・申告 １８３事業者（うち３事業者は、対象資産免税点未満のため非該当） 

   軽減率１００％ ： １１０事業者 軽減税額３３，５５４千円 

   軽減率５０％  ：  ７０事業者 軽減税額１９，２５４千円 

   合計 ： １８０事業者 軽減税額５２，８０８千円 

（経過・状況等） 

・猶予許可した市税のうち２８件（猶予許可額の一部納付を含む）・１２,８２０千

円については、既に納付されている 

・猶予許可した水道料７３千円全額納付済み 

・猶予許可した下水道使用料９０千円全額納付済み 

（今後の対応） 

・徴収猶予を行った市税等について、今後順次、猶予期間終了をお知らせし納付を

求めるとともに、依然として納付が困難な状況にある場合は、通常の猶予制度を

紹介するなどの対応を行う。 

 

⑥ 文化施設等での with コロナ対応利活用支援制度の創設（第８弾） 

市民が合唱やダンス等で文化施設等を利用される場合、飛沫等の飛散による感染を防

ぐため、収容定員の半分以下の人数でご利用いただいていることから、普段利用してい

る部屋では全員での活動ができない状況です。このことから、収容定員の大きい部屋に

変更した場合の施設使用料の差額を支援し、市民活動の促進を図ります。 

期間は令和２年５月２６日から、令和３年度の施設利用制限解除までとします 

（実績） 

・R2年度利用実績 ２団体 ３４件 154,510円 

 

⑦ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）（国事業）への対応（第 10弾） 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯で

は、収入減など生活に大きな影響を受けています。こうした所得が低いひとり親世帯へ
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の特別給付事業として児童１人当たり５万円の「子育て世帯生活支援特別給付金（ひと

り親世帯分）」を支給。 

（実績） 

・児童扶養手当受給者（申請不要）    108件 8,300 千円 

・公的年金給付等受給者          2件    200 千円 

・新型コロナの影響を受けて家計急変世帯  0件   0千円 

 

（今後の対応） 

・7月下旬ころ「ひとり親世帯」に対して 8月の児童扶養手当の現況調査に合わせて 

文書等送付し該当者の掘起しを行う。 

 

⑧ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）（国事業）への対応 

   新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得者の子育て世帯に対

し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、前記⑦以外の低所得世帯に対し、子

育て特別給付事業として児童１人当たり５万円の「子育て世帯生活支援特別給付金（令

和３年度住民税均等割非課税者分）」を支給。 

（実績）7/16 現在 

(1) 令和３年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者（申請不要） 

対象世帯：37世帯 対象児童：61 名 支給実績 0 千円 

(2) 令和３年３月 31日時点で 18歳未満の子（障害児については 20 歳未満）の養

育者であって、新型コロナ感染症の影響を受けた家計急変世帯（要申請） 

  申請：0 件 支給実績 0 千円 

（今後の対応） 

・(1)については、８月上旬支給決定通知を発送後、8/15を目途に支給予定 

・(2)については、広報ひだ 8月号及び市ホームページに案内を掲載 

 

⑨ 緊急市民雇用奨励金制度（第２回）の実施（第 4波対策） 

市内事業者等においてコロナ離職者等を新たに雇用する際の人件費相当額を支援する奨

励金制度を復活し、市民生活における経済的な不安の解消を図る。 

奨 励 金：離職者等の労働時間につき 880 円/時間・人 

実施期間：令和 3年 6月 15日（火）～ 令和 3年 12月 31日（金）  

（実績） 

・R3年度利用実績 4件 2,563千円 

 

（対応済） 

〇 特別定額給付金（国事業）への対応（終了）（第５弾） 

国による緊急経済対策に基づき、4月 27日時点で飛騨市の住民基本台帳に登録され 

ている方を対象に、1人一律 10万円を給付します。迅速な給付に向け企画部内に特別 
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定額給付金室を設置するとともに、５月 11 日から各世帯主へ申請書を順次郵送し、申 

請を受付後、５月中旬から順次給付、8/13 をもって申請受付を終了。 

・給付対象者数：23,615 人（うち基準日後登録者 9人） 

・受給権者数： 8,959 人（世帯主） 

（実績） 

・給付決定 8,931件 2,357,500千円（うちオンライン申請 160件） 

【決定割合：件数で 99.7％、金額で 99.8％、未申請 22件、2,800千円】 

 

〇 市外で学ぶ学生応援！飛騨のうまいもんお届け大作戦の開催（終了）（第５弾） 

古川町商工会との協働により、故郷への帰省や外出の自粛を余儀なくされている飛 

騨市出身の学生を応援するため、1,000円で飛騨のお米やお惣菜、ラーメンなどを全国 

の学生のもとへお届けするキャンペーンを実施。期間は 5月 15日～6月 30日。 

 

（実績）342件 

・新聞折込、区長回覧、市ＨＰ、メール、SNS、プレスリリース、広報ひだ６月号により 

周知 

・開始当初から外孫（学生）への対象拡大について要望があり、5月 20日から対象拡大 

することとし、市 HP、区長回覧により周知した。 

・カレー商品の人気が高かったが、当初要望のあった米についても全体の３割以上の注 

文実績。 

・本事業について、青森県、瑞浪市、大垣市、岩手県内商工会、高山南商工会より電話

にて問合あり。 

 

〇 子育て世代への臨時特別給付金（国事業）への対応（終了）（第５弾） 

国による子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、低～中間所得者層の児童

手当を受給する世帯（０歳～中学生のいる世帯）に対し、児童 1人あたり１万円を支給。 

（支給状況） 

・受給対象者 1,495名 支給児童 2,595名 支給額 25,950,000円 

現予算額 26,600,000 円 （予算執行率 97.6％）（R2年度確定） 

 

〇 ひとり親世帯臨時特別給付金（国事業）への対応（終了）（第７弾） 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯では、

収入減など生活に大きな影響を受けています。こうした所得が低いひとり親世帯への臨時

特別給付事業として１世帯あたり最低５万円の「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給。 

（実績）８月３日から申請受付を行い、３月までに随時給付金の支払いを実施した。 

・基本給付 132件（3/31 確定） 

 112件分 7,490千円（8/20振込）       3件分 150千円（12/18振込） 

 2件分      100千円（2/10振込）      4件分  320千円（2/26振込）  
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 5件分     280千円（3/10振込）      6件分 360千円（3/19振込） 

・12月補正 基本給付（再支給分）132件分 （3/31 確定） 

  115件分 7,640 千円(12/25振込）        2件分 100千円（2/10振込） 

  4件分      320千円（2/26振込）      5件分 280千円（3/10振込） 

    6件分     360千円（3/19振込） 

・追加給付分申請（コロナの影響による収入減少世帯）41件（3/31 確定） 

 20件分  1,000千円（8/28振込）       13件分 650千円（9/29振込） 

  3件分    150千円（12/18振込）     2件分 100千円（2/10振込） 

  1件分      50千円（2/26振込）     2件分 100千円（3/10振込） 

（今後の対応） 

国の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」（低所得のひと

り親世帯及び低所得の子育て世帯）児童一人当たり５万円の給付金を支給予定。 
 

  



 

- 34 - 

(イ) 学校休業に伴う児童生徒等への支援 
 

（対応済） 

〇 小中学校の臨時休業に係る家庭学習・生活支援 DVDの作成（終了）（第５弾） 

児童生徒の家庭での学習・生活を支援するため学年に応じた内容（コンテンツ）の 

DVDを作成し、５月２５日までを目途に全児童生徒へ順次配布。なお、DVD 視聴環境の 

ない家庭には、市から DVD プレイヤーを無償で貸し出しを実施。 

（実績） 

・DVD 1600枚（全児童生徒分）配布 

・DVDプレイヤー貸出 ５台 

 

〇 子どもの居場所づくり事業の拡充（終了）（第１弾） 

学校休業に伴う給食の代替支援として、子どもに食事の提供を行う団体、事業者に 

その事業に係る費用の一部を助成するため、補助額を 1食あたり 300 円から 500 円に 

拡充し令和２年３月９日から４月３日まで「子ども食堂」を実施。 

（実績） 

・子ども食堂 3/9～4/3（20日間開設） 計 1,938食を提供 

    市内 10 食堂開設（古川 6、神岡 2、河合 1、宮川 1） 

 

〇 高校休校に伴う市営バス通学定期券の減免 

   ３～５月の休校に伴って市営バスを利用しない期間について減免を実施。 

・対象者５人、3,2000円を返還。 
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(ウ) 離職・休業等に対応する緊急雇用対策 
 

① 市の直接雇用による緊急雇用創出（令和３年度） 

コロナショックにより離職等を余儀なくされた方の働く場所を確保するため、市の非

常勤職員（会計年度任用職員）として計１０人を採用する緊急雇用対策事業を実施。 

（対応） 

・第 10回（５月採用）募集人員：５名 応募人員：３名 採用人員：３名 

・第 11回（６月採用）募集人員：３名 応募人員：１名 採用人員：１名 

・第 12回（７月採用）募集人員：３名 応募人員：１名 採用人員：１名 

・第 13回（８月採用）募集人員：４名 応募人員：１名 採用人員：１名 

 

② 飛騨市雇用調整支援金（第２弾） 

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に社員に対して休業等を取得させ、

支払った休業手当・賃金等に公共職業安定所の雇用調整助成金を活用した場合に市は企

業の自己負担分を全額補助。R2.4/1～R3.6.30 の緊急対応期間に実施した休業については

通常の支給限度日数（1年 100日、3年 150 日）日数には含めない。 

（実績） 

・申請=１２件、相談８件（5/27現在） 

 ※5 月以降の特例措置の内容が縮小するにあたり、補助率が下がる（解雇等を行わ

ない場合でも 10/10→9/10）ため、申請対象者がこれまで以上に増加する可能性

が十分ある。 

（課題・市民の意見等） 

・国の給付金の制度内容がどんどん変わる中で、どのタイミングで申し込むといい

のかわからない。 

・国の給付金は申請していつお金が下りてくるのかわからないので不安。 

（今後の対応） 

・国の雇用調整助成金に該当しない、申請しない事業所の従業員への国救済措置へ 

の追加支援の検討。 

 

（対応済） 

〇 みんなで仕事づくり応援パッケージ（終了）（第４弾、第７弾） 

コロナショックにより離職や休業を余儀なくされた方の働く場所を確保するため、市 

内事業者等が離職者等を臨時的に雇用された場合、１時間あたり 880円の人件費を支援 

するとともに、市民の皆さんから仕事づくりのアイディアを広く募集し、市から委託事 

業として人件費に上乗せして最大 50 万円の事業費を支援。 

 

（実績） 

・緊急市民雇用奨励金制度 １１件（雇用予定者１５名）9,090千円 
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・緊急事業創出支援制度（新規事業提案型） 申請なし 

・事業継続支援制度（代替事業提案型） ６件（雇用予定者１５名）3,694 千円 

 

〇 市の直接雇用による緊急雇用創出（終了）（第４弾） 

コロナショックにより離職等を余儀なくされた方の働く場所を確保するため、市の 

非常勤職員（会計年度任用職員）として計２０人を採用する緊急雇用対策事業を実施。 

（実績） 

・延べ１７名採用（令和 2年度末） 

（課題・市民の意見等） 

・一定の離職者があり生活に苦しむ方がいる。 

（対応） 

・第９回（3月 1日採用）を募集したが、応募なし。※今年度の最終募集。 
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(３)急激な経済環境の変化に対応した市内経済の維持 
 

(ア)市内需要喚起による事業者への支援 
 

① 飛騨市まるごと職員食堂キャンペーン（第１・４弾） 

地域消費への一助、職員のメンタルヘルス対策を目的として、飛騨市職員親睦会から

提案をいただき、市職員が市内飲食店での昼食を取るなどを積極的に行うキャンペーン

を実施（3/9～）。 

その後、テイクアウトを推奨してきましたが、緊急事態宣言解除にともない「飛騨市ま

るごと職員食堂キャンペーン」を再び実施中（6/10～）。 

 

② コロナと共に生きる地域活動支援補助金（第７弾） 

各地区での地域コミュニティ活動の縮小による高齢者のひきこもり防止、また、仕出

し・宴会事業者等への需要喚起のため、適切な感染防止対策を施した上で実施する地域

コミュニティ活動の費用について最大 10万円を補助し、安心して各地域での活動を再開

できるよう支援。対象期間は７月１４日から令和３年９月３０日まで。 

（実績） 

・懇親会等の活動支援の申請：１０件（令和３年度 7/20現在） 

５５件（令和２年度） 

 

③ 「飛騨市あんしんバス旅」応援事業（第７弾） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、未だ需要回復が見込めない市内事業者への

支援と、適切な感染対策を講じたバス旅行の利用促進を図るため、市民等が旅行等に利

用するバス１台につき最大５万円及び市内への送客に対し支援する制度を創設。 

対象期間は７月１４日から令和３年９月３０日 

（実績）６/18現在 

 旅行企画２件 40 千円、 77台 3,325 千円（～３月） 

 旅行企画０件  0 円、    34台 1,345 千円（４月～） 

（今後の対応） 

・市内事業者へのさらなる支援策として、１月より同様補助制度との併用を可能とす

るよう制度を緩和した。 

・引き続きバス運行事業者と連携し、コロナ対策を万全に取り組み安心してバス旅が

できるよう補助制度の PR を行い、地元での利用促進を図る。 

 

④ 近隣地域限定‼宿泊応援キャンペーン（第８弾、第９弾） 

閑散期の市内宿泊需要拡大を目的として、リピーターとしてお越しいただける市民も

しくは岐阜県、愛知県、三重県、富山県、石川県に居住の方を代表とする団体に限定した

一人１泊につき 2,000 円、飛騨市民は 3,000 円を支援する宿泊応援キャンペーンを実
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施します。 

また、冬期間における市内スキー場を利用した修学旅行を誘客するため、新たに教育

旅行も対象とします。 期間は１１月１日から令和３年５月３１日まで 

（実績）5/26 現在 

・対象宿数＝61宿泊施設 

・11月宿泊数＝2,143泊、補助金額＝4,401 千円 

  12 月宿泊数＝1,488泊、補助金額＝3,084 千円 

  1月宿泊数＝ 760泊、補助金額＝1,581千円 

   2月宿泊数＝ 104泊、補助金額＝  245 千円 

3月宿泊数＝  852 泊、補助金額＝1,809 千円 

4月宿泊数＝1,058泊、補助金額＝2,174千円 

5月宿泊数＝1,057 泊、補助金額＝2,238 千円 

※緊急事態宣言により 4/24 より市民の方を限定に切り替え 

 

⑤ 電子地域通貨を活⽤した”⾶騨市まるごと⼤売出し”の開催（第 10 弾） 

コロナ禍による消費マインドの停滞を払拭すべく”飛騨市まるごと”の体制として、市

内の商店等の総出によるさるぼぼコインを利用した販売促進キャンペーン（ポイント還

元 20％）を行うことで、商店等の RP を図るとともに、祭りの縮小等により落ち込んだ市

民の気持ちを元気づけ、地元消費のマインドを促します。 

（実績） 

第 1回 5/28～5/30 3日間開催 （1回の買い物ポイント上限 1万ポイント） 

・対象店舗＝111 店舗 

・販売件数 3,091 件 販売合計 24,420,721 円 ポイント還元 4,408,837円 

第 2回 6/25～6/27 3日間開催予定 （1 回の買い物ポイント上限 2万ポイント） 

・対象店舗＝142 店舗 

・第３回を検討中 

 

⑥ 商工団体等による独自の経済活性化対策への支援（第 11弾） 

商工団体による経済活性化について募集したところ、市内３団体より魅力的な提案が

寄せられたことから、提案事業の実施を全面的に支援し、官民一体となって地域経済の

更なる活性化を図る。 

●「笑顔・元気」プレミアム付き商品券（神岡商工会議所） 

実施期間 令和３年 7月 16日～12月 31日 

実施内容 ①既存の商品券に 30％プレミアムを付与（6,500 円相当の商品券を５

千円で販売）、②ポイントカード抽選会の景品総額を増額、③店舗のメルペイ決済

手数料を支援しキャッシュレス決済を推進 *プレミアム支援分約 1千万円 

対象店舗 約 75店舗（神岡商工会議所管内） 

●飛騨古川プレミアムおしゃれ券（古川町商工会） 
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実施期間 令和３年 7月 16日～8月 31 日 

実施内容 「おしゃれ」や「健康」に関する商品・サービス限定の 30％プレミア

ム付き商品券を発行（6,500 円相当の商品券を５千円で販売）*プレミアム支援分

約 6百万円 

対象店舗 約 120店舗（古川町商工会管内） 

●ポイントカード会プレミアム商品券（古川ポイントカード会） 

実施期間 令和３年９月～12月（予定） 

実施内容 ポイントカード会限定の 30％プレミアム付き商品券を発行（13,000 円

相当の商品券を１万円で販売）*プレミアム支援分約 4 百万円対象店舗 約 43 店舗

（古川町商工会管内） 

 

⑦ “ゆっくり誘客対策”地元で夏休み満喫キャンペーン（第 11 弾） 

徹底した安全対策を図りつつ、近隣地域から段階的にゆっくりと誘客を進めていくた

め、マイクロツーリズムを促進する「地元で夏休み満喫キャンペーン」を実施。 

期間は７月１６日から８月３１日まで。 

(ア) 夏休み宿泊応援キャンペーン 

岐阜県・富山県民限定。１人１泊につき上限 2,000 円（飛騨市民は 3,000円）割引。 

（実績） 

７月～ ＳＮＳ等を活用した情報発信 

   

(イ) 夏休み体験観光応援キャンペーン 

  市内事業者が提供する体験観光プログラムに対し、１人（１組）につき体験料の 1/2 

 （上限 1,000円）割引。 

 （実績）  

７月～ ＳＮＳ等を活用した情報発信（対象体験プログラム １０６） 

 

 

（対応済） 

〇 市内飲食店等のテイクアウト情報の一元化と発信（年末年始） 

市内飲食店等の年末年始におけるテイクアウトや出前の情報を一元化し、広報ひだ号外 

版やホームページにより市民に周知 

 

〇 飛騨市史上最大級の”飛騨市プレミアム商品券”の発行（終了）（第５弾） 

国の特別定額給付金を活用して、その約半分を市内経済循環にご利用いただけるよ 

う、プレミアム率 20％、子育て世帯にはさらにプレミアム率をアップするなどの支援 

策を盛り込んだ、総額約 12億円の経済効果を見込む飛騨市史上最大級のプレミアム商 

品券を発行。利用期間は６月１日から１１月３０日。 

（実績） 



 

- 40 - 

・販売実績＝67,141冊 655,197 千円（11/30販売終了） 

 安心の宿・宿泊者プレゼント分＝9,053 枚（9/30 配布終了） 

・市場価格＝814,745千円、換金実績＝812,528千円（1/25現在） 

 

〇 徹底した感染防止対策を実施した市内店舗等による販売促進等の支援（終了）（第７弾） 

感染防止対策について「安心安全コーディネーター」の確認を受けた市内店舗等に 

対し、テイクアウトや出前等に関する消耗品の購入、看板や案内表示の製作、リーフ 

レット・チラシ等の印刷や宣伝などの販売促進に対し、最大 20万円を補助。 

期間は８月３日から１０月３１日。 

（実績） 

相談・問い合わせが 1日平均１０件。実績は補正予算議決後に処理している。 

（今後の対応） 

6月で一旦終了した販売促進事業補助や環境整備事業補助は大変好評だったため、 

今回の復活・拡充で今後の活用は増える見込み。コーディネーター、市民保健課と 

連携し感染防止対策に主眼を置いた事業実施を図る。 

 

〇 金融機関と連携した”飛騨市プレミアム電子地域通貨”の実施（終了）（第５弾） 

国の特別定額給付金を活用して、その一部を市内でご利用いただけるよう飛騨信用 

組合と連携し、同組合が発行する電子地域通貨「さるぼぼコイン」を活用したプレミ 

アム率 20％の“飛騨市プレミアム電子地域通貨”を実施。（５月２０日～３０日） 

（実績） 

 ※対象総数：大人 20,445人×5口＝102,225 口、子ども 3,126人×10口＝31,260口 

・5月 20日から開始し、5月 30日にポイント付与上限に達したため終了 

最終実績：延べ 2,352件、実ユーザー数 1,619 人（うち新規登録人数 672人） 

：チャージ額 大人 104,080千円 付与ポイント 20,816,000Ｐ 

子供  77,904千円 付与ポイント 26,487,360Ｐ 

計  181,984千円       47,303,360Ｐ 

※当初目標 2千万Ｐに対する達成率：２３６．５％ 

 ・事業開始後、市内加盟店は 201店舗→280店舗に増加（R3.1.20現在） 

 ・事業開始後 11月 30日現在の市内店舗での利用実績（事業開始前との比較） 

１日平均利用件数：2.4倍、１日平均利用額：2.8倍。 

チャージ額＋付与ポイント（2億 2,900万円）に対し利用率 137.6%に達し、うち 71.1%

が飛騨市内店舗での利用 

 ・本事業終了後、滋賀県長浜市役所、富山県魚津市からの視察あり。 

 

〇 緊急経済対策住宅リフォーム補助制度（終了）【改革】 

現行の「住宅性能向上リフォーム補助金」を見直し、対象工事の追加や補助率を 1/2、 

上限を 30万円に大幅拡大した「“緊急経済対策”住宅リフォーム補助金」を、令和２ 
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年度限定で実施。（５月１８日～６月５日） 

（実績） 

・交付件数=819 件（交付累計額 179,242 千円）（3/30確定） 

（申請受付 830件そのうち取下届 11件） 

 

〇 飛騨市宿泊事業者緊急対策事業（終了）（第２弾） 

飛騨市民または飛騨市民を代表とした複数人が市内宿泊施設に宿泊した場合に、宿 

泊施設に対して 3,000～5,000円補助。期間は令和２年３月１６日～６月３０日。 

（実績） 

・625人宿泊、2,952千円補助。１事業所 322泊＝独自プラン PR効果 

 

〇 飛騨市プレミアム食事券（終了）（第２・４弾） 

   イベントや宴会等の自粛を受け、売り上げが急減している飲食店業界を対象に、プレ 

ミアム率 20％のプレミアム食事券を発行（４月１０日～６月３０日）。 

 ・各店舗が独自に発行する“予約”食事券等の購入を可能とするよう使途を拡大。 

   商品券の販売所は、市役所、各振興事務所、取扱店舗（一部）に拡大。 

（実績） 

・販売数＝5,379 冊 26,745千円（26.9％）（6/30終了） 

（課題・市民の意見等） 

・飲食事業者にはテイクアクトの支援制度と合わせて積極的に周知いただいている。 

・市民には市内のテイクアウトの盛り上がりに合わせてご利用いただいている。 

・市内企業で従業員への配布をいただくなど積極的な支援をいただいた。 

（今後の対応） 

 ・プレミアム商品券への切り替えをおこなう。 

 

〇 飛騨市“あんしんの宿”応援事業（終了）（第６弾） 

緊急事業宣言の解除に伴い、安心してお越しいただくための適切な感染防止対策を

講じた上で、感染状況により地域を限定して受け入れする「あんしんの宿」への宿泊費

用に３千円を支援。期間は６月１日から９月３０日まで（９月３０日終了）。 

（実績） 

・186件、17,442人宿泊 51,283千円補助（9/30宿泊分にて終了） 

（今後の対応） 

・宿泊事業者とともに新型コロナ対策に取り組み、GOTO トラベルとの併用にて当初予

定より上回る多くの宿泊につなげることができた。 

 

〇 飛騨市の地域公共交通の崩壊を止めるための緊急アピールの発表 

   市民の外出自粛等により人の移動が大きく減少したことに伴い、市内の公共交通利用も大 

幅に減少したため、飛騨市地域公共交通会議として鉄道、バス、タクシー等の公共交通を積 
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極的に利用してもらうための緊急アピールを発表。（8/19） 

 

〇 飛騨市 Go to Ski キャンペーンの実施（終了）（第８弾） 

Withコロナ時代におけるアウトドアコンテンツ需要の高まりから、開かれた空間で楽し

めるスキーに焦点を当て、市外からの宿泊を伴うスキー客に対するリフト券を半額支援し

スキー場及び周辺宿泊施設の更なる利用促進を図るとともに、市内小中学生のリフト券を

無料化し、改めてスキーに親しむ機運を醸成します。 

期間は各スキー場の令和２年度営業期間 

（実績）3/31にて終了 

・事業者説明会開催。対象宿泊施設＝36施設 

・助成利用枚数：12月分 326枚、1月分 585枚、2月分 102枚、3月分 23枚 

・補助金額：12 月分 540千円 、1月分 979千円、2月分 168千円、3月分 38千円 

 

〇 緊急オトク宣言！飛騨市まるごと応援セール（終了）（第９弾） 

公共施設を活用した観光土産物等のお得な物産展を開催するほか、事業者が実施するキ

ャンペーン等（ガレージセールや在庫処分市）の開催費を最大 70万円支援するとともに、

土産物のネット販売の送料に対し最大 50万円支援する“飛騨市緊急オトク宣言”を発令。 

（実績） 

＜第１回＞ 

日 時 2月 6 日（土）10:00～15:00 

場 所 飛騨市役所駐車場 

 来場者 約 1300人 

 出店者 ６社 

・（補助金） 

 申請 28件、相談 8件（3/29現在） 

＜第２回＞ 

 ①古川会場 2月 20日（土）10:00～15:00 飛騨市役所駐車場 

  来場者 約 1500人 

  出店者 14 店舗 

②神岡会場 2月 21日（日）10:00～15:00 神岡振興事務所駐車場 

  来場者 約 1000人 

  出店者 11 店舗 

＜第３回＞ 

岐阜市と合同物産展を開催 

 日 時 3月 13日（土）、14日 10:00～16：00 

場 所 岐阜駅北口 

来場者 約 3,000 人 

出店者 12店舗（うち飛騨市 6店舗） 
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〇 飛騨市まるごとお宿で安心テレワークの実施（終了）（第９弾） 

新型コロナウイルスの影響によって宿泊客が激減した市内宿泊施設の空き部屋を市が借

り上げ、市職員と希望者に対してリモートオフィスとして提供することで、宿泊事業者に

対する緊急経済支援とニューノーマル時代への対応の両立を目指します。 

（実績） 

・実施期間：２月８日～４月 28日 

・参加宿泊施設 65施設中 47施設 

・利用部屋数 延べ 1,023部屋 （内、職員 738部屋、一般 35社 285 部屋） 

 

〇“おうちでごちそう応援パッケージ”による市内需要喚起（年末年始、第９弾） 

市内飲食店の需要喚起と、感染防止に努める市民の皆さんにご自宅で楽しく過ごすこと

ができるよう、出前やテイクアウトを実施する市内飲食店等に対し、簡易容器などの消耗

品や配達経費の一部に緊急的な支援を実施。期限は３月３１日まで 

〇出前・テイクアウト応援事業 

（実績）４３件（3/31現在） 

（対応）飲食店の時短要請延長に伴い、補助対象期間 1/29までを 3/31に延長。 

〇おうちでごちそう推進事業 

（実績）３９件（3/31現在） 

（対応）飲食店の時短要請延長に伴い、補助対象期間 1/29までを 3/31に延長。 
 

 

○プレミアム 40％付き“食タク”チケットの発行（第８弾、年末年始） 

新型コロナの影響により、特に売上減が激しい飲食店の需要拡大と、飲食と結びつきが

深いタクシーも利用可能とするプレミアム率 40％のチケットシリーズ第３弾「食事＆タク

シーチケット」を発行し、年末年始の市内需要を強力に後押しします。 

また、県からの酒類を提供する飲食店等の営業時間短縮要請による酒小売業者の卸売り

減少対策として、食タクチケットの対象店舗に酒小売事業者（市内に本店・本社があり、

主たる売上が酒小売の事業者）も追加し、年末年始の酒需要拡大による酒小売業者を支援

期間は１２月１日から令和３年５月３１日まで 

 

・販売実績＝25,000冊 100.0％(25千冊に対して) 125,000千円（5/27現在） 

・市場価格＝175,000千円、換金実績＝174,248千円（6/30現在） 
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(イ)事業者等への強力な資金繰りの支援 
 

① 畜産・酪農農家向け利子補給制度（第４弾） 

市内の肥育農家、繁殖農家、酪農農家が今後も安定して事業継続してもらえるよう、農

業経営改善に係る融資を受けた農家の資金融資に対し３年間全額利子補給する制度を新

たに創設するとともに、これまで市が実施していた牛導入基金の償還について、１年間

猶予。 

（実績）【令和３年度】 

・利子補給 

農家に利子補給計画承認申請書送付 

６月２０日 申請者５名 

（実績）【令和２年度】 

・利子補給 

   確定   申請者 5名（9件）（38件中 9件）  

        利子補給額    1,176,235円 

・基金償還の猶予 

確定  繁殖和牛基金 1件  1,737,720円 

    乳牛基金    1件 3,257,380円 

 ＊基金償還猶予は令和 2年度で終了、利子補給は令和 3年度～令和 4年度と継続 

 

② 飛騨市中小企業経営安定資金融資制度（第１弾） 

経営を圧迫されている個人・法人の経営安定を目的として、中小企業経営安定資金融

資制度の対象要件に「新型コロナウイルス感染症の影響により売上等が減少した事業者」

を追加するとともに、信用保証料１/２補給の特例。 

（実績） 

・実績=７件、相談２２件（5/27現在） 

（課題・市民の意見等） 

・飛騨市新型コロナウイルス対策融資の発表以降は、同融資の利用にシフトしてい

る。 

・令和３年２月１日より県制度融資「岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金」の

融資枠が６千万円まで拡大され、同制度の利用が中心となっている。 

（今後の対応） 

・飛騨市新型コロナウイルス対策特別融資の取扱を県制度融資に合わせて 9月 30日

まで延長。令和２年度は県制度融資「岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金」

により資金需要は一巡しているが、その後の受け皿として令和３年度も継続予定。 
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（対応済） 

〇 飛騨市コロナウイルス対策特別融資制度（終了）（第３弾、第６弾、第７弾） 

経営を圧迫されている個人・法人の経営安定や、新型コロナウイルス対策を踏まえ 

た新たな事業にチャレンジする事業者の支援を目的に、利子（3年間）、信用保証料の 

全額を市が補給する特別融資を創設し、市、金融機関、商工団体が連携して対応。 

（実績） 

・実績=７１件、相談８０件（9/30にて終了） 

（課題・市民の意見等） 

・県制度融資「岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金(限度額 30,000千円)」と 

併用することで、３年間の実質無利子融資が 80,000千円まで対応可能。 

・３年間の利子補給、保証料全額補給があり各融資制度中最も利用者が多い。 

（今後の対応） 

・商工団体等による資金繰表の確認が申請要件となっていることから、今後も商工 

団体と連携して事業者の資金需要に対応する。 

 ・融資申込期限 9月 30日を以って取り扱い終了。取扱い終了後は岐阜県制度融資「岐

阜県新型コロナウイルス感染症対応資金」利用が大勢を占める。 

 

〇 宿泊・交通事業者に対する固定費・車両費の支援（終了）（第９弾） 

新型コロナウイルス感染拡大による移動自粛に伴う観光客の激減により、経営の安定に

支障が生じている市内の宿泊・交通事業者に対し、緊急措置として施設固定費及び車両維

持費に対し最大 80万円を支援する経営安定化補助金を創設し、事業の継続を応援 

（実績）3/31にて終了 

 ・実績申請 26 件、4,948千円（交通事業者５件、宿泊事業者 21件） 

 

〇 社会保険労務士への相談支援体制の整備（第７弾） 

市内事業者の雇用や労務管理等での課題解決、雇用調整助成金の申請支援など国・県の

各種補助金の適切な活用につなげるため、社会保険労務士による無料相談会の開催と、専

門家への依頼に要した費用を最大 10万円支援する制度を創設。 

（実績） 

・相談会 実績=５件（12/18にて終了） 

・補助制度 実績=17件、相談=８件（3/31にて終了）  

（今後の対応） 

・雇用調整助成金の特例措置の期限が延長されることから、本制度の更なる活用に

向け 

て周知を図りたい。 

 ・相談会と併せて補助制度の案内を行っている。 
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〇 個人事業主等への生活支援相談会の開催（第９弾） 

事業者等の事業継続等にかかる相談等を受ける飛騨市ビジネスサポートセンターと、返

済免除付き生活資金貸付制度を担当する飛騨市社会福祉協議会との連携による緊急合同相

談会を開催し、生活レベルにおいて困窮が深刻な事業主や労働者への支援を行う。 

（実績） 

・３月４日＝２件、５日＝２件（両日共に１０時～１５時）開催 

２月１７日 関係者打合せ実施、２２日 市内事業者へチラシ配布、HP・SNS情報発信 

  ２６日 岐阜新聞掲載   ３月４日 中日新聞掲載 

 

〇 交通事業者に対する車両維持管理費の緊急支援（終了）（第４波経済対策） 

新型コロナ第４波に伴う大幅な需要減が生じている市内交通事業者に対し、緊急措置と

して車両維持管理費相当額の一部を支援することで経営の安定化を図り、市民生活にとっ

て必要不可欠な交通サービスの事業維持を応援 

（実績）6/30にて終了 

 ・実績申請 6件、1,200千円（バス事業者 3件、タクシー事業者 3件） 

 

 

〇 「返済ゆったり資金」に対する利子補給制度（第３弾） 

新規借入が必要となった事業者の方が、岐阜県制度融資「返済ゆったり資金」を利用さ

れた場合に、支払利子の一部を補給することにより資金繰りの円滑化を図る。 

「返済ゆったり資金」は既存の県制度融資の借入と１本化して追加融資を実行する制度

で、新規に借り入れるより月々の約定返済額の増加を抑えることが可能。 

（実績） 

・実績=０件、相談４件（3/31現在） 

（課題・市民の意見等） 

・県制度融資「岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金(限度額 40,000千円)」が

既存融資分を含めて利子補給対応可能なため、現在は同県制度融資を優先して利

用する事業者が多い。 

（今後の対応） 

・「岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金」の利用期間が延長されたため、令

和２年度は当制度の利用無し。令和３年度は県制度融資「新型コロナ経営改善資

金」が新設されたため、同制度への利子補給を実施することで引き続き事業者の支

援を継続する。 

 

〇 新型コロナウイルス感染症対策資金・危機関連対応資金・保証料補給（第３弾） 
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営を圧迫されている個人、法人の経営安定

を目的に、同ウイルス対応の県制度融資について、保証料を全額補給し事業者の資金繰り

を支援。 
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（実績） 

・実績=３件、相談１０件（3/31現在） 

（課題・市民の意見等） 

・県制度融資「岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金(限度額 40,000千円)」と 

「飛騨市新型コロナウイルス対策融資（限度額 50,000 千円）」を組み合わせて資

金調達を図る事業者が多いが、大口融資資金相談において金融機関経由で本制度

に関する問い合わせが散見される。 

（今後の対応） 

 ・令和３年度末を以って終了し、今後は県制度融資「新型コロナ経営改善資金」への

利子補給を実施することで事業者支援を継続。 

 
 

 

(ウ)不屈の精神で立ち上がる事業者への支援 
 

① アフターコロナの観光需要を見据えた“激走体制”への準備支援（第 11 弾） 

来るべきアフターコロナに備え、他地域に先んじて本格的な観光リスタートをきるため

の激走準備支援として、ＯＴＡを活用した誘客強化に向けたセミナーを開催。 

 （実績）  

事業者向けセミナー ８月３１日 午前：飛騨市役所 午後：神岡公民館 

 

（対応済） 

〇 ステイホーム支援サービス緊急推進補助制度（終了）（第４弾） 

緊急事態宣言による「STAY HOME」を推進し市民の外出自粛生活を支援するため、自 

社の飲食物・商品の配達やサービスを訪問提供する事業者の配達等に対し１日 3,000 円 

を定額補助する制度を新たに創設。 

事業者の事前登録制とし、４月２７日から受付開始し６月３０日まで。 

（実績） 

・登録事業者数=４８件（6/30登録受付終了）、現在４４件が申請済（10/19現在） 

（課題・市民の意見等） 

・飲食店から書店、服飾小売店に至るまで幅広く利用頂いている。 

〇 バス・タクシーなど需要回復が見込めない業種への支援（終了）（第７弾） 

需要回復が見込めない事業者への追加支援として、飛騨市新型コロナウイルス対応環 

境整備事業支援制度の支援対象にタクシーやバス等の車両も追加し対象経費を全額（最 

大８万円）補助することで、感染防止対策の更なる促進による需要喚起とあわせ、コミ 

ュニティ活動や飲食等の促進を図る。期間は７月１４日から８月３１日（８月３１終了）。 

（実績）    ３件 相談３件（10/19 現在） 

（今後の対応） 申請受付終了（8/31）。 
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〇 安心安全コーディネーターによる感染防止対策の促進（終了）（第７弾、第８弾） 

市の感染防止対策講習を受けた事業者や個人を「安心安全コーディネーター」として認

定し、市内店舗等へ正しい感染防止の知識普及と対策の促進を図ります。なお、安心安全

コーディネーターには、市内店舗等の感染対策監修等に対する手数料を支払う。 

期間は１１月２日から令和３年１月３１日(第８弾)。 

 

（実績） 

・7/31安心安全コーディネーター認定講習会・説明会 

講師：飛騨市民病院 ICD 中林玄一医師  10事業者受講（8事業者認定） 

 ・8/4 市内店舗等へ商工関係団体を通じて本制度のお知らせ文書を配布 

・8/5 各商工団体を通してコーディネーター事業を周知 

・8/7 特に対策に力を入れたい飲食・宿泊については事業者個々に対し直接郵送で

コーディネーター事業を周知 

 ・10/30安心安全コーディネーターによる感染防止対策の促進（第７弾）を終了 

 R2年度確定 

〇コーディネート済店舗数 123件（うち飲食・宿泊 91件） 

  補助金交付決定済店舗数 120件（うち飲食・宿泊 89件） 

  コーディネート審査数 121件（うち飲食・宿泊 90件） 

  感染対策実施状況確認数 3件（うち飲食・宿泊 2件） 

（今後の対応） 

・安心安全コーディネーターを利用又は相談するよう店舗等への呼びかけを更に行い、 

特に飲食を伴う店舗や宿泊施設の感染防止対策を推進する。 

 

〇 インターネット環境整備事業の補助額の拡大（恒久化）（第２弾） 

ネットショップ開設・出店を検討する事業者に対し、飛騨市商工業活性化包括支援事業

のインターネット環境整備事業補助金について、上限額を 50万円に拡充するとともに下限

額５万円を撤廃。 

（実績） 

 ・令和２年度実績=３１件、相談５０件（3/31現在） 

 ・令和３年度実績=６件、相談８件(5/27 現在) 

（課題・市民の意見等） 

・通信販売による販路拡大を企図する事業者からの申込が引き続き多数を占める。 

（今後の対応） 

 ・令和３年度も前年度と同水準の補助率、補助金額を維持。 

 

〇 飛騨市新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応販売促進事業支援制度（第３弾、第８弾、年末年始、第 11弾） 

小規模事業者等が行う販売グッズ制作や、テイクアウト等にかかる販売促進費用を最大

10万円を補助し、年末年始の商戦期に向けた誘客促進を図る事業者を応援する。 



 

- 49 - 

期間は１１月２日から令和３年１月３１日まで 

春季版として補助率 2/3最大 10万円を補助。期間は４月１２日から６月３０日 

（実績） 

・第１弾 １１４件（3/29現在） 

・第２弾  ３６件（3/29現在） 

・第３弾 １１９件（3/29現在） 

・第４弾  ６４件（6/30現在） 

（課題・市民の意見等） 

・補助率 10/10 で使用できることから、コロナウイルス感染症による売上減をカバ

ーするため、主に営業用チラシ、折り込み広告等の作成に利用頂いている。 

・飲食店のテイクアウト事業については持ち帰り什器等の消耗品を購入される事業

者が多い。 

・この補助により広告を打て、それにより市内のみならず市外からも売り上げがあ

り、新規顧客の獲得につながった。 

・広告を打てたことによりステイホーム期間中に平常時相当の売上があった。 

（今後の対応） 

・初回申請受付終了（6/30）8月から安心安全コーディネーター監修により第 2弾と

して復活。11月から年末年始対応型（第 3弾）として復活、1月末申請受付終了。 

春季版（第４弾）で復活。６月末終了。 

 

〇 飛騨市起業化促進補助制度の補助率の拡大（恒久化）（第３弾） 

飛騨市を拠点とし、新型コロナウイルス対策を踏まえた新たな事業などを起業しようと

する方を支援する制度について、補助率を 1/5 以内から 2/3 以内に拡大し、新たな事業への

チャレンジを支援。期間は４月１５日から令和３年３月３１日。 

 

（実績） 

・実績=３０件、相談６１件（3/29現在） 

（課題・市民の意見等） 

・神岡、古川の創業支援セミナー開催と並行しての起業相談が増加している。 

・コロナウイルスの影響に関わりなく起業需要が見られる。 

・補助率引き上げにより第二起業者のインセンティブとなっている。 

（今後の対応） 

・起業化促進補助制度については 3/31を以って終了し、令和３年度より市・金融機 

関・飛騨市ビジネスサポートセンターの３者が協働して創業支援に当たる起業化

奨励金制度へ移行。 

 

〇 飛騨市店舗リニューアル補助制度の補助率の拡大（恒久化）（第３弾） 

新型コロナウイルス対策を踏まえた新たなビジネスに向けた取り組みを支援するた
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め、店舗等のリニューアルに対する補助制度の補助率を 1/3 以内から 1/2 以内に拡大

し、店舗の魅力アップや新型コロナウイルス対策のための改装、他業種への転換等を

支援。 

期間は４月１５日から令和３年３月３１日。 

（実績） 

・令和２年度実績=２６件 相談６１件（3/31現在） 

・令和３年度実績=１件、相談３件（5/27 現在） 

（課題・市民の意見等） 

・補助率引き上げを契機として、店内改修に関する相談が多い。 

（今後の対応） 

・外部委託業者と連携し迅速に補助金手続きを進めている。令和３年度も前年度水 

準の補助率を維持。 

 

○ コロナ対策“安心安全宣言”事業者等応援事業（終了）（第６弾） 

飲食店や宿泊施設等が、県や各団体が示すマニュアル、市のチェックシート等をも

とに、各店舗独自の感染防止対策を講じ、“安心安全宣言”事業者として市に登録いた

だく制度を創設し、事業者には、店舗に掲示するステッカーや消毒液等の衛生資材を

配布するとともに、市ホームページで公表しＰＲするなど「安心して行きたいと思っ

てもらえる店舗づくり」のサポートを実施。 

（実績）                    4/16現在 

業種 対象件数 登録件数 登録割合 

飲 食 店 191 177（R2:177 R3:0） 93％ 

宿泊施設 77 69（R2: 69 R3:0） 90％ 

計 268 246（R2:246 R3:0） 92％ 

（今後の対応） 

・“安心安全宣言”事業者として登録していただくため、後述⑨の安心安全コーディネ 

ーターを積極的に活用していただくよう周知し、当該コーディネーターが提案する

感染防止対策に対し、資金面での支援をしていく。 

 

〇 コロナと共に生きる事業者等のための３密回避対策支援制度（終了）（第６弾） 

自店舗の感染拡大防止のためのついたてや仕切りボードなどの設備の設置や、非接触型

温度計やフェイスガードなどの必要な衛生設備を購入するなどにより、３密回避しつつ営

業を継続する飲食店に対し、補助率１０／１０、上限１０万円を支援。 

対象期間は４月１日から令和３年３月３１日。 

（実績） 

・実績=314件、28,472千円（2/2現在） 

 

〇 オンライン展示会等への出展支援（恒久化）（第８弾） 
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企業等が展示会等へ出展する際の費用の一部を支援する「飛騨市展示会出展補助金」の

対象を拡充し、コロナ禍におけるオンライン展示会等も対象とすることで、積極的な販路

拡大に注力する事業者を支援。 

（実績） 

 ・実績０件、相談５件（3/29現在） 

（今後の対応） 

・コロナウイルス感染症の拡大状況によりオンライン展示会の開催数が左右されるこ

とから、今後も引き続き相談対応予定。 

 

〇 オンライン就職ガイダンス等への参加支援（恒久化）（第８弾） 

企業等が就職ガイダンス等に参加する際の費用の一部を支援する「飛騨市企業人材確保

支援事業補助金」の対象を拡充し、コロナ禍におけるオンライン面談等も対象とすること

で、積極的な人材確保に注力する事業者を支援します。 

（実績）実績＝０件 相談＝０件（3/29現在） 

・制度実施前に市内事業所へオンライン面接設備に関する聞き取り調査を行った際、既 

に使用しているソフトを使用している事業所や、オンライン面接自体を実施していな 

い事業所が多かった。コロナの状況によっては今後当制度の活用を検討する事業所が

増加する可能性も考えられるため引き続き対応予定。 

 

 

〇中小製造業設備投資促進事業補助制度（第８弾、第９弾） 

新型コロナウイルス感染症が世界経済に大きな影響を与える中、投資余力がある製造業

者の設備等の整備について最大５０万円を支援する補助制度を創設することで、市内経済

の活性化を図ります。 

 期間は１１月２日から令和３年３月３１日 

（実績） 

・実績２７件、相談５３件（3/31現在） 

（今後の対応） 

・幅広い製造業者から毎日問い合わせがあり、法改正により新規設備の導入を必要 

 とする事業者からの利用申込がみられる。 
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(エ)インターネット等を活用した販売促進 
 

① 「誰でもおうち割」2021夏キャンペーンの開催（第 4派対策） 

新型コロナ第４波による人流の抑制や消費マインドの低迷に苦しむ事業者への支援と

飛騨の土産物等の販売促進のため、通信販売する場合の送料を１件あたり 500 円、期間

総額上限 30万円まで市が負担する期間限定販売促進キャンペーンを実施 

（実績） 

・実施期間  ：令和 3年 6月 18日～8月 31日まで 

・参加事業者 ：25事業者 

 

（対応済） 

〇 飛騨牛を食べよう！贈ろう！キャンペーン（終了）（第５弾） 

飛騨牛の流通鈍化による更なる枝肉価格の下落を防ぐため、インターネットを活用 

した広告や専用キャンペーンサイトを作成し、全国へ飛騨牛の魅力を発信する「飛騨 

牛を食べよう！贈ろう！キャンペーン」を、６月から７月末まで開催（７月末終了）。 

（実績） 

・６月月間売上 2,248 万円 （前年６月月間売上 1,937 万円）前年比 116％ 

 ７月月間売上 2,005 万円 （前年７月月間売上 1,982 万円）前年比 101％ 

 

〇 おうちで飛騨市満喫キャンペーンの開催（終了）（第４弾） 

売上が減少している市内事業者の売上向上と飛騨市ファンの拡大を目指し、令和２ 

年５月１日からの１ヶ月間、市産品の通信販売にかかる送料を１件あたり最大 1,000 

円まで市が負担する期間限定の販売促進キャンペーンを実施。 

（実績） 

・実施期間  ：5月 1日～5月 31日までの１ヶ月間 

・参加事業者 ：26事業者 

・通販売上実績：14,554件（昨年同月比 7.2倍） 

6,304万円（昨年同月比 4.5倍）  

 

〇 飛騨市に来られないご家族・ご友人に飛騨から愛を贈ろうキャンペーンの開催 

（終了）（第４弾）

仕事や学業で市外に住むご家族や親類の皆様が、ゴールデンウィークの帰省を自粛 

され、飛騨市に帰ってこられなくても飛騨市を感じてもらえるよう、市民がご家族に 

特産品詰め合わせを贈るキャンペーンを、飛騨市と飛騨市観光協会の連携により実施。 

ゴールデンウィーク前の４月３０日から順次発送し、送料、箱代を全額支援。 

（実績） 

・227件、1,102 千円（5/30終了） 

（課題・市民の意見等） 
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・飛騨に呼べないので香典返しの代わりに送りました。 

・久しぶりに赤かぶらの唐辛子漬けを食べて飛騨を思い出しました。 

・ＧＷに帰省はできなかったけど飛騨の物が食べれてよかった。次、帰省したときは 

お土産に買いに行きます。 

 ・祖父母が孫に送ることもあり、縁遠かったコミュニケーションが深まった。 

 

〇 飛騨市物産展 on Ｗebキャンペーン（終了）（第２弾） 

・観光物産展での売上減少や全国各地で予定されていた催事中止の状況を受けて、イ 

ンターネット環境の整っている小売業者を対象としたウェブキャンペーンを実施 

し、目標額を大きく上回り達成。 

・飛騨市観光協会や飛騨信用組合と連携し、クラウドファンディングページ上でのキ 

ャンペーンを実施。 

（実績） 

クラウドファンディング（3/19～4/12）の実績 支援者 460人、2,387,180 円 

 

〇 「飛騨市の酪農家を守ろう」キャンペーン（終了）（第１弾） 

学校休業に伴い行き場のなくなった牛乳の消費拡大を図るため、市職員や市民・事業 

所の皆様に購入を呼び掛けるキャンペーンを行いました。この取り組みに市内はもとよ 

り全国の皆様からご協力をいただき、生乳についてはほぼ解消の目途が立った。 

 

〇 緊急オトク宣言！飛騨市まるごと応援セール【ネット通販】（終了）（第９弾） 

緊急事態宣言による観光客の減少により売上が減少している事業者への支援と飛騨

の土産物等の販売促進のため、ネットショップをもつ事業者が市内２社以上の土産物

を詰め合わせたセットをネット販売する場合の送料を１件あたり 500 円、期間総額上

限 50 万円まで市が負担する期間限定販売促進キャンペーンを実施 

（実績） 

・実施期間  ：２月 13日～３月 12日までの１ヶ月間 

・参加事業者 ：７事業者 

・通販売上実績：1,832件  673万円  
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参 考 新型コロナウイルス感染症に関する主な経緯 

【市】1/28 飛騨市新型コロナウイルス感染症情報共有会議 設置 

2/27 国から全国の小中学校・高校、特別支援学校の臨時休校要請 

2/27 岐阜県対策協議会 設置 

【市】2/27 飛騨市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 設置 

   2/28 県「総合アクションプラン」策定 

【市】2/28 市内事業者等への緊急支援（第１弾） 

（１）飛騨市中小企業経営安定資金融資制度 

（２）子どもの居場所づくり事業の拡充 

（３）飛騨市まるごと職員食堂キャンペーン 

（４）「飛騨市の酪農家を守ろう」キャンペーン 

3/2  県立の高校、特別支援学校の休校開始（春休みまで） 

【市】3/3  飛騨市内の小中学校の臨時休校開始（春休みまで）  

【市】3/13 市内事業者等への緊急支援（第２弾） 

（１）飛騨市雇用調整支援金 

（２）飛騨市生活支援資金貸付制度 

（３）インターネット環境整備事業の補助拡大 

（４）飛騨市プレミアム食事券発行事業 

（５）飛騨市物産展 on Ｗeb キャンペーンの開催 

（６）飛騨市宿泊事業緊急対策事業 

【市】3/16 市長メッセージ①「新型コロナウイルス感染症対策について」 

【市】3/21 飛騨市からのお知らせ（VOL１） 

3/27 知事メッセージ「不要不急の外出を控える」「３密の回避」 

4/3  県による「ストップ 新型コロナ ２週間作戦」（4/4～4/19） 

（１）不要不急の外出を控える 

（２）３密の回避 

（３）学校再開に伴う感染拡大の強化 

（４）社会福祉施設における感染予防対策の強化 

（５）計画的在宅勤務の促進 

（６）県直営施設等の完全休館 

【市】4/4  市長メッセージ②「飛騨市版「ストップ新型コロナ２週間作戦」」 

（１）感染防止対策の徹底 

（２）市直営施設の一部休館（～4/19） 

4/7  国による「緊急事態宣言」 

         ・東京都、大阪府、埼玉県、千葉県、神奈川県、兵庫県、福岡県 

【市】4/7  市長メッセージ③「「国の緊急事態宣言」発出について」 

（１）対象地域への外出・出張等の回避を依頼 



 

- 55 - 

（２）愛知県、岐阜市周辺、富山市も同様の対応 

【市】4/8  市長メッセージ④「誤った新型コロナウイルス感染に関する情報に 

ついて」 

【市】4/8  小中学校の休校開始（～4/19） 

【市】4/9  市内事業者への緊急支援（第３弾） 

（１）販売促進事業支援制度 

（２）起業化促進補助制度の補助率拡大 

（３）店舗リニューアル補助制度の補助率拡大 

（４）特別融資制度の創設 

（５）「返済ゆったり資金」に対する利子補給制度の創設 

（６）「新型コロナウイルス感染症対策資金」「危機関連対応資金」 

に対する保証料補給制度の創設 

4/10 県による「非常事態」総合対策 

【市】4/10 市長メッセージ⑤「県の「非常事態宣言」に伴う飛騨市の対応に 

ついて」 

（１）小中学校等の休校・休園の延長（～5/6） 

（２）市有施設の休館（～5/6） 

（３）外出の自粛、３密の回避 

（４）市の支援策の活用 

（５）デマへの対応 

     4/16 国による緊急事態宣言を全国に拡大、岐阜県は「特定警戒都道府県」 

        （緊急事態措置期間：4/16～5/6） 

     4/16 県より、施設の休止や営業時間の短縮の要請（要請期間：4/18～5/6） 

        協力金 １事業所あたり５０万円 

  【市】4/17 市長メッセージ⑥「緊急事態宣言と岐阜県の休業要請について」 

     4/18～5/6 施設の休業、営業時間の短縮 

  【市】4/22  議会全員協議会への説明 

【市】4/22  市内事業者への緊急支援（第４弾） 

（１）“返済免除付き”生活支援資金貸付制度 

（２）住居確保給付金（国制度）への対応 

（３）市の直接雇用による緊急雇用創出 

（４）みんなで仕事づくり応援パッケージ 

（５）畜産・酪農農家向け利子補給制度の創設 

（６）ステイホーム支援サービス緊急推進補助制度の創設 

（７）おうちで飛騨市満喫キャンペーンの開催 

（８）飛騨市に来られないご家族・ご友人に飛騨から愛を贈ろうキャン 

ペーンの開催 

（９）飛騨市プレミアム食事券発行事業の使途拡大 
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（10）飛騨市まるごと“テイクアウト”職員食堂キャンペーン 

（11）市内事業者との連携による建物消毒体制の強化 

（12）飛騨市役所フリーアドレス化による３密対策の強化 

     4/24 小中学校・放課後児童クラブの休校の延長（～5/6→～5/31） 

4/30 高山市・飛騨市・白川村合同緊急記者会見 

・緊急共同メッセージ「飛騨はお休み中です」の発信 

4/30 国、県への緊急要望 

【要望先】岐阜県知事 

自由民主党政務調査会長 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 

厚生労働省職業安定局雇用開発企画課長 

農林水産省畜産部畜産企画課長 

内閣府地方創生推進事務局審議官 

（１）岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の見直し 

   ※県のみ要望 

（２）「新型コロナウイルス感染症対策として発行する地方債」制度の 

創設 

（３）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（仮称）の算 

定（感染状況に関わらない方法等） 

（４）新型コロナウイルス感染症による緊急雇用対策 

（５）プレミアム付商品券の規制緩和 

（６）肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）の早急な交付等 

（７）雇用調整助成金を受けられない事業者の雇用者への支援 

【市】5/1  新型コロナウイルス感染症緊急対策（第５弾）※臨時議会 

（１）特別定額給付金（国事業）への対応 

（２）子育て世代への臨時特別給付金（国事業）への対応 

（３）新型コロナウイルス感染症傷病手当金の創設 

（４）市外で学ぶ学生応援！飛騨のうまいもんお届け大作戦の実施 

（５）飛騨市新型コロナウイルス感染症総合相談窓口の開設 

（６）飛騨市史上最大級の“飛騨市プレミアム商品券”の発行 

（７）金融機関と連携した“飛騨市プレミアム電子地域通貨”の実施 

（８）緊急経済対策住宅リフォーム補助制度の創設 

（９）小中学校の臨時休業に係る家庭での学習・生活支援 DVD の作成 

（10）飛騨牛を食べよう！贈ろう！キャンペーン（仮）の開催 

（11）岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金への対応 

     5/4 国による緊急事態宣言の延長（～5/31） 

     5/5 県による緊急事態措置等の延長（休業要請の延長～5/31） 

  【市】5/6 市有施設の休館等の延長（～5/31） 
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5/13 議会特別委員会への説明 

5/14 国による緊急事態宣言の解除（39県） 

5/15 県に緊急事態措置の解除 

〇「新しい生活様式」の定着 

〇特定警戒都道府県等への外出回避 

〇クラスター発生施設や「三つの密」のある場への外出回避 

〇県行動指針に沿った感染防止対策の徹底の上、休業要請の解除 

〇スナック、キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店等は、感染防止対 

策の確認できるまで休業要請を継続 

〇イベントは、県行動指針に沿った感染防止対策を講じた上で開催 

  【市】5/15 市長メッセージ⑦「緊急事態宣言の解除に伴う飛騨市の対応について」 

（１）市の基本方針 

（２）全市民共通の対応 

（３）事業者等への対応 

（４）小中学校の再開 

（５）放課後児童クラブの再開 

（６）保育園の再開 

（７）子育て支援センターの再開 

（８）放課後等デイサービスの再開 

（９）スポーツ少年団の再開 

（10）市有施設等の再開 

（11）市内イベントの開催 

（12）コロナ禍における災害時の対応 

     5/18 市内小中学校「分散自主登校」開始 

     5/25 全国における緊急事態宣言の解除 

  【市】5/29 新型コロナウイルス感染症緊急対策（第６弾） 

（１）飛騨市コロナウイルス対策特別融資制度の増額 

（２）コロナ対策“安全安心宣言”事業者等応援事業の創設 

（３）コロナと共に生きる事業者等の３密回避対策支援制度の創設 

（４）飛騨市“あんしんの宿”応援事業の創設 

（５）おうちで飛騨市満喫キャンペーンの増額 

     6/ 1 市内小中学校「学校再開（授業・給食開始）」 

     6/18 ２市１村による「～飛騨お目覚め宣言～“飛騨あんしんの旅”キャンペー 

ンスタート（6/19～7/31）」 

     6/19 県をまたぐ移動等の緩和 

     7/10 イベント開催制限の一部緩和 

  【市】7/14 新型コロナウイルス感染症緊急対策（第７弾） 

（１）市有施設の感染防止対策の強化 
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（２）地区有集会施設等の感染防止対策支援制度の創設 

（３）新型コロナウイルス感染症対策の普及啓発の徹底 

（４）バス・タクシーなど需要回復が見込めない業種への支援 

（５）安心安全コーディネーターによる感染防止対策の促進 

（６）「コロナと共に生きる地域活動支援補助金」の創設 

（７）「飛騨市あんしんバス旅」応援事業の創設 

（８）徹底した感染防止対策を実施した市内店舗等による販売促進 

（９）“返済免除付き”生活支援資金貸付制度の返済免除要件の大幅緩和 

（10）ひとり親世帯臨時特別給付金（国事業）への対応 

（11）社会保険労務士への相談支援体制の整備 

（12）飛騨市コロナウイルス対策特別融資制度の期間延長 

（13）緊急市民雇用奨励金制度の期間延長 

7/22 GO TO トラベル開始 

【市】7/29 市長メッセージ「新型コロナ感染拡大に伴う市民の皆様へのお願い」 

（１）感染対策を改めて徹底 

（２）体調が悪い時は、人と会うのを避け、早めに医療機関を受診 

（３）市内で感染者が発生した場合でも落ち着いた行動 

7/31 県による「第２波非常事態」に対する緊急対策 

【市】8/7 市長メッセージ「新型コロナの中でも「みんなにやさしいまちづくり」 

   飛騨市「みんなにやさしいまちづくり」宣言、「誹謗中傷等相談窓口」設置 

9/1  県による第２波非常事態宣言解除 

9/19 イベントの開催制限の緩和（収容率要件及び人数上限） 

10/1 GO TO トラベル東京追加、GO TO イート開始 

  【市】10/22 新型コロナウイルス感染症緊急対策（第８弾） 

（１）発熱者等診療及び感染症検査体制整備支援制度の創設 

（２）地区有集会施設等の感染防止対策支援制度の期間延長 

（３）安心安全ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる感染防止対策制度の期間延長 

（４）プレミアム 40％付き“食タク”チケットの発行 

（５）近隣地域限定‼宿泊応援キャンペーン第３弾の実施 

（６）飛騨市 Go to Skiキャンペーンの実施 

（７）中小製造業設備投資促進事業補助制度の創設 

（８）新型コロナウイルス対応販売促進事業補助制度の追加実施 

（９）オンライン展示会等への出展支援 

（10）オンライン就職ガイダンス等への参加支援 

（11）文化施設等での with コロナ対応利活用支援制度の創設 

12/11 市内１例目の陽性者を確認 

  【市】 〃 市長メッセージ「飛騨市内での新型コロナウイルス感染症陽性者の確認に 

ついて（市内１例目）」 
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     12/13 市内２例目の陽性者を確認 

12/18 市内で初の死亡者を確認 

【市】 〃 市長メッセージ「飛騨市内での新型コロナウイルス感染症陽性者の状況」 

12/18～1/12 県による年末年始の時短要請・協力金（1店舗あたり 100万円） 

【市】12/22 新型コロナウイルス感染症対策（年末年始緊急対策）※予備費の充用 

（１）マスク・マスク袋の配布による“マスク会食”の普及啓発 

（２）ポスターやチラシ等による感染対策の再徹底 

（３）“おうちでごちそう応援パッケージ”による市内需要喚起 

（４）食タクチケットの酒小売事業者への適用拡大 

（５）新型コロナウイルス対応販売促進事業補助制度の実施 

（６）市内飲食店等のテイクアウト情報の一元化と発信 

   12/25 県より成人式の検討依頼 

【市】1/3  飛騨市成人式の開催（二次会中止要請） 

1/7  １都３県に緊急事態宣言 

1/9  県独自の「非常事態緊急対策」 

（１）リスクを伴う飲食の自粛 

（２）不要不急の外出自粛 

（３）県をまたぐ不要不急の移動自粛 

（４）酒類提供の飲食店に対する事態要請の延長・強化 

（５）学校における部活動・寮生活の対策 

（６）イベント等の開催制限 

（７）出勤者の７割減の推進 

（８）医療機関の病床確保 

（９）宿泊療養施設の拡充 

（10）ワクチン接種の推進 

（11）福祉施設における対策 

【市】1/9  県「非常事態緊急対策」に伴う飛騨市の対応 

（１）リスクを伴う飲食の自粛 

（２）多くの人との接触の回避 

（３）県をまたぐ不要不急の移動自粛 

（４）酒類提供の飲食店に対する事態要請の延長・強化（協力金） 

（５）小中学校・放課後児童クラブ 

（６）保育園・子育て支援センター・放課後等デイサービス等 

（７）医療機関、社会福祉施設・老人福祉施設等 

（８）市有施設等（温浴施設の飲食提供の時間短縮） 

（９）イベント等（収容率５０％） 

（10）観光キャンペーン等（首都圏４都県、関西３府県、愛知県を除外） 

（11）市職員の出張等（首都圏４都県、関西３府県、愛知県を自粛） 
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    〃   市長メッセージ「県の非常事態緊急対策の発表を受けて」  

    1/12 市内３例目の陽性者を確認 

   1/13 国による「緊急事態宣言」の区域の拡大（岐阜県を含む７府県） 

        （緊急事態措置期間：1/13～2/7） 

     1/14 県による「緊急事態対策」 

（１）リスクを伴う飲食の自粛 

（２）不要不急の外出自粛 

（３）県をまたぐ不要不急の移動自粛 

（４）飲食店に対する時短要請 

（５）イベント等の開催制限 

（６）その他の業種に対する時短の働きかけ 

（７）県有施設の取扱い 

（８）出勤者の７割減の推進 

（９）学校における感染防止対策の徹底 

（10）医療機関の病床確保 

（11）宿泊療養施設の拡充 

（12）ワクチン接種の推進 

（13）福祉施設における対策 

【市】1/14  国の「緊急事態宣言」に伴う飛騨市の対応 

（１）リスクを伴う飲食の自粛 

（２）多くの人との接触の回避 

（３）県をまたぐ不要不急の移動自粛 

（４）飲食店に対する時短の要請 

（５）どの他の業種に対する時短の働きかけ 

（６）小中学校・放課後児童クラブ・スポーツ少年団 

（７）保育園・子育て支援センター・放課後等デイサービス等 

（８）医療機関、社会福祉施設・老人福祉施設等 

（９）市有施設等（２０時までに時間短縮） 

（10）イベント等（収容率５０％） 

（11）観光キャンペーン等（飛騨市民限定） 

（12）市職員の出張等（緊急事態措置を実施すべき 11 都府県を自粛） 

    〃   市長メッセージ「国の緊急事態宣言の岐阜県追加に伴う市長メッセージ」 

   1/18  市内４例目の陽性者を確認 

 2/2  「緊急事態宣言」の延長（１０都府県、3/7まで） 

 2/4  県による緊急事態対策 

（１）リスクを伴う飲食の自粛 

（２）不要不急の外出自粛 

（３）県をまたぐ不要不急の移動自粛 
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（４）飲食店に対する業種別ガイドラインの遵守要請 

（５）飲食店に対する時間短縮 

（６）イベント等の開催制限 

（７）その他の業種に対する時短の働きかけ 

（８）県有施設の取扱い 

（９）出勤者の７割減の推進 

（10）学校における感染防止対策の徹底 

（11）医療機関の病床確保 

（12）宿泊療養施設の拡充 

（13）後方支援病床の確保 

（14）ワクチン接種の推進 

（15）福祉施設における対策 

【市】2/4  国の「緊急事態宣言」期間延長に伴う飛騨市の対応 

（１）リスクを伴う飲食の自粛 

（２）多くの人との接触の回避 

（３）県をまたぐ不要不急の移動自粛 

（４）飲食店に対する時短の要請 

（５）その他の業種に対する時短の働きかけ 

（６）小中学校・放課後児童クラブ・スポーツ少年団 

（７）保育園・子育て支援センター・放課後等デイサービス等 

（８）医療機関、社会福祉施設・老人福祉施設等 

（９）市有施設等（２０時までに時間短縮） 

（10）イベント等（収容率５０％） 

（11）観光キャンペーン等（飛騨市民限定） 

（12）市職員の出張等（緊急事態措置を実施すべき 10 都府県を自粛） 

  【市】2/5 新型コロナウイルス感染症緊急対策（第９弾） 

（１）新型コロナウイルスワクチンの接種と執行体制の整備 

（２）市民を対象とした医療機関での無症状 PCR検査の助成 

（３）医療機関における院内感染予防のための自費検査等の支援 

（４）医療・介護・福祉などの公共サービス事業者に対する感染防止対 

策支援の強化 

（５）市内小中学校における感染防止対策の強化 

（６）ハウス等農業施設等の感染予防環境整備の支援 

（７）新型コロナ対応事業所内環境整備事業補助制度の創設 

（８）サテライトオフィス開設支援事業補助制度の創設 

（９）飛騨市まるごとお宿で安心テレワークの実施 

（10）緊急オトク宣言！飛騨市まるごと応援セールの開催 

（11）「近隣地域宿泊応援事業補助金」の期間延長 
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（12）「おうちでごちそう応援パッケージ」の期間延長 

（13）宿泊・交通事業者に対する固定費・車両費の支援 

（14）個人事業主等への生活支援相談会の開催 

（15）岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金への対応 

（16）中小製造業設備投資促進事業補助金の予算増額 

2/12  市内５例目の陽性者を確認 

2/28  岐阜県を含む６府県の緊急事態宣言を解除 

3/7   岐阜県による緊急事態対策の終了（時間短縮要請の終了） 

3/23  県による中間レビュー 

4/8   県による「第４波拡大阻止対策」 

4/16  市内６例目の陽性者を確認 

4/20  市内７例目の陽性者を確認 

  【市】4/21 新型コロナウイルス感染症緊急対策（第 10 弾） 

（１）PCR 検査機器の導入による迅速で安価な無症状検査体制の整備 

（２）抗原定性検査キットの備蓄によるスクリーニング体制の強化 

（３）感染対策専門医による事業所のスクリーニング研修会の開催 

（４）新型コロナウイルスワクチン接種時の交通費支援 

（５）電子地域通貨を活用した”飛騨市まるごと大売出し”の開催 

（６）感染対策指導員の配置による飲食店等の感染対策の徹底 

（７）CO2 センサーの購入助成による店舗等の換気の徹底 

（８）市内外における物産イベント等の出店・開催の支援 

（９）商工業者に対する販売促進補助制度（第４回）の実施 

（10）子育て世帯生活支援特別給付金（国事業）への対応 

（ひとり親世帯分） 

（11）新型コロナ経営改善資金にかかる利子補給制度の創設 

4/23  市内８例目の陽性者を確認 

4/23  岐阜県の「第４波非常事態対策」に伴う飛騨市の対応発出 

4/27  市内９例目の陽性者を確認 

5/4   市内 10例目の陽性者を確認 

5/7   岐阜県の「まん延防止等重点措置区域の指定」に伴う飛騨市の対応発出 

         対応期間 5/9(日)～5/31(月) 

5/14  岐阜県の「まん延防止等重点措置区域」の対象区域拡大等に伴う飛騨市 

の対応 発出 

         対応期間 5/16(日)～5/31(月) 

5/15  岐阜県の「まん延防止等追加対策」に伴う飛騨市の対応発出 

         対応期間 5/9(日)～5/31(月) 
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  【市】5/18 新型コロナウイルス感染症緊急対策（第４波緊急対策） 

（１）抗原定性検査キットによるスクリーニングの市内事業所等への適

用拡大 

（２）ワクチン接種予約サポートセンターの開設 

（３）「飛騨市コロナワクチン大事にせんかなバンク」の創設 

（４）CO2 センサーの購入助成による地区有集会施設等の換気の徹底 

5/19  市民病院入院患者から陽性者 1名が発生 

    市民病院での対策 

    （１）職員による病棟、外来部門の消毒作業 

（２）5/19～24 新規入院患者の受け入れ停止 

    （３）入院患者 45名に延べ 49回、職員 52 名に延べ 70回の PCR検査

（NEAR法、唾液）もしくは抗原定性検査を実施 

    （４）直前から開始していた入院時の全員 PCR 検査（NEAR 法）の徹底 

5/20  市内 11～13例目の陽性者を確認 

5/22  市内 14例目の陽性者を確認 

5/27  市内２例目の死亡者を確認 

5/28  市内 15～17例目の陽性者を確認 

    市民病院入院患者から陽性者 3名が発生（市内 16、17、18例目） 

    県が市民病院をクラスターに認定 

5/29  市内 18例目の陽性者を確認 

5/31  市民病院入院患者から陽性者 1名が発生 

5/31  市内 19例目の陽性者を確認 

  【市】5/31 新型コロナウイルス感染症緊急対策（第４波の影響に対する経済対策） 

（１）交通事業者に対する車両維持管理費の緊急支援 

（２）電子地域通貨や商品券等を活用した強力な市内需要喚起 

（３）「誰でもおうち割」2021 夏キャンペーンの開催 

（４）緊急市民雇用奨励金制度(第 2回)の実施 

6/3   岐阜県の「まん延防止等重点措置区域指定」の期間延長に伴う 

飛騨市の対応発出 

         対応期間 5/31(月)～6/20(日) 

6/12  県が市民病院クラスターの終息を発表 

6/15  市民病院が院内感染の終息を確認し入院受入を再開 

6/18  岐阜県の「まん延防止等重点措置区域指定」の期間終了に伴う 

    飛騨市の対応発出 

  【市】6/29 新型コロナウイルス感染症緊急対策（第 11 弾） 

（１）がっちり安全対策検査キットによるコロナガード体制の構築 

（２）ゆっくり誘客対策地元で夏休み満喫キャンペーンの実施 

（３）アフターコロナの観光需要を見据えた激走体制への準備支援 
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（４）商工団体等による独自の経済活性化対策への支援の拡充 

（５）返済免除付き生活支援資金貸付制度の更なる要件緩和 

 

※市本部会議は 114回開催（7/21時点） 



令和４年度の政策方針（案） 資料⑤

アフターコロナにおける積極的な経済復活策と
「SDGs」を意識した持続可能なまちづくり

令和４年度予算

2. 20年後・30年後の未来に遺す
地域資源の保全

① 貧困対策（子どもの貧困対策、大人の貧困対策）
② 行政DX（既存のツールを活用した「行かなくていい市役所」の実現、デジタル弱者支援）
③ ビジネス創出の誘導（地域資源を活かしたビジネス、クリエイティブ産業、直売所、モノづくり）
④ 広報の強化（既存アプリや音声メディアの活用）

① 自然環境（深洞湿原・奥飛騨流葉県立自然公園・天蓋山・白木峰・北ノ俣・ニコイなど）
② 脱炭素（再生可能エネルギーの推進・省エネ）
③ 街並み景観（古川の街並み景観）

世の中の大きな流れ

令和３年度予算「新型コロナ禍で得た経験・知見を未来に活かす」

【経済の状況】
⚫ 全国民を対象としたワクチン接種の加速と、今後検討されるブースターショットを含めた今後のワクチン接種の
動きにより、令和４年度には国内経済活動が正常に戻ることが予測される。

コロナ禍で抑制されていたモノを大きく動かす

1. 積極的な地域振興 ① 抑制されていた観光産業のリスタート
② 止まっていた地域振興事業の再点検と確実な実施
③ コロナ簡易検査体制とセットにした事業実施

3. 更なる強化・拡充

【家計の状況】
⚫ 2020年の世帯の消費支出では、外出の減により外食・衣服・交通にかかる費用が減少し前年比6.5％の
減少であるのに対し、勤労者世帯実収入は3.4％増加しており、貯蓄に回っている可能性が高い。

※総務省2020年家計調査



予算査定

12-1月

議会審議

2-3月

今後のスケジュール 資料⑥

政策協議

6-10月

予算編成

10-11月

第１回飛騨市総合政策審議会
（令和３年８月４日）

第２回飛騨市総合政策審議会
（令和３年10月28日）

第３回飛騨市総合政策審議会
（令和３年12月）

6月 10月 11月

1月

第４回飛騨市総合政策審議会
（令和４年３月）


